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ブックライター上阪徹さんセミナー音源 
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上阪さんの数々のライターとしてのご経験、そして数々の著名人の方への

インタビューを交えた具体的かつ臨場感溢れるエピソードが満載で、ビジ

ネスの成果を向上させていくヒントも満載と感じ、言い方は適切かわかり

ませんが「1 粒で 2 度も 3 度も美味しいセミナー」だと感じました。  

上阪様、鮒谷様、セカンドステージの皆様 

 

「聞く力」と「書く力」のセミナー音源を聞かせていただきました。 

 

両方のセミナー音源において、良好な人間関係を築き、ビジネスでの成果

を飛躍的に向上させると言う観点で、ノウハウだけでなく、「聞く」「書

く」のワンセットでコミュニケーションにおける OS 的な原理原則も学ば

せて頂けた思いです。 

 

往々にして、私を含めて話すことや書くことに対して苦手意識を持っている人は

とても多いと思います。しかし、それに対して聞くこと読むことに特別なスキル

が必要でないにもかかわらず、ひょっとしたら軽視していることが実は多いので

はないか？と言う強烈な問いが生まれました。 

 

話すことや書く事は、当然ながら自分の考えや考えを伝える行為です。相手がど

のような状態か何を欲しているかを知らなければ、的を得たアウトプットなど当

然出てくるはずがありません。そして、そのアウトプットが良質であるかは、そ

れこそ「聞く力」が肝要であり、相手から快く話をどんどん引き出す姿勢やテク

ニックが本当に重要であると、改めて理解いたしました。 

 

そして、「書く力」においては、 

 

・文章は内容こそが大事 

・机の上でうなっても文章は書けない 

・素材は至る所に転がっている 

・素材を集めれば自然と文章は書ける 

・起承転結や文章の構成を始めから考えない 

・話しかけるように書いていく 

 

とセミナーの中でおっしゃっていたことが特に強烈に心に残りました。 

 

上手で美しい文章を書くために、我々は苦心し悩みがちですが、良い素材を並べ
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て相手に伝わるように書いていけば、自ずから伝わる文章、心を打つ文章が書け

る！という確信を得た思いです。 

 

最近、iPhone で音声入力の便利さに気づき、時々刻々、素材集めに勤しむこと

ができ、文章を書くことが、以前と比べてとても快適になりました。私は最近、

日々気づいたことを iPhone のメモに記録し、それを SNS に情報発信として投

稿していますが、情報発信の観点でも大変参考にさせて頂きました。 

 

さらに、上阪さんの数々のライターとしてのご経験、そして数々の著名人

の方へのインタビューを交えた具体的かつ臨場感溢れるエピソードが満載

で、ビジネスの成果を向上させていくヒントも満載と感じ、言い方は適切

かわかりませんが「1 粒で 2 度も 3 度も美味しいセミナー」だと感じまし

た。 

 

改めて、コミュニケーション技術を磨くことが、生活とビジネスを向上させる要

素である、と気付かせて頂いたセミナーでした。 

 

有難うございました。  

（船津 忠文 様） 
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「聞く力」、そして「書く力」のセミナーにつき、本当に気づきの連続で

圧倒されました。  

「聞く力」、そして「書く力」のセミナーにつき、本当に気づきの連続で

圧倒されました。 

 

お話しされる項目のそれぞれは、「聞く」、「書く」の前提となる心の持ち

方から、テクニックに至るまでさまざまで、また数多く圧倒されました。 

 

ただ、「聞く」、「書く」というコミュニケーションは最終的には、相手のこと

をどれだけ思いやれるかということに収れんしていると感じました。 

 

書く場合は、「自分がどんなボールを投げるか」より、「相手がどんなボールを

受け取った」かが重要というイメージです。そして、その土台として「聞く力」

が活用できると理解しています。 

 

上阪先生のメッセージで印象に残ったことは、数多くありますが、中でも「誰か

の役に立つことを仕事という」、そして「目の前の仕事を一生懸命やる」という

ことです。 

 

あとは、これらの学びや気づきをどこまで自分の身に落とし込めるかとい

う実践が重要と肝に銘じています。 

 

セミナーの最後に上阪先生が、「今日のご縁を大事にしてください」とお話しさ

れていましたが、実は驚くことがありました。 

 

当日、私の目の前に座っておられたＴさまと、セミナーの翌日、全く別の、それ

も 400 人以上が参加されるセミナーの前後の席でした。事前に購入した指定席

ですから、本当にご縁ですね。 

 

取り急ぎ、感想とご報告まで。  

（Ｓ．Ｈ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

 

2 日間の興味深い話の連続で、今まで想像したこともない世界を知り、視

野が大幅に広がった印象があります。盛りだくさんの内容で消化しきれな

い感じでしたが、こうして音源で復習できるのは本当にありがたいことで

す。  

上阪さんの著書を何冊か事前に読んで、その中にセミナーなどの質疑応答では最

初に手を挙げる人を目指してみるのがいいとありました。 

以前から質問した方がいいということはいろいろなところで読んでいましたが、

なかなか実行できないでいました。でも今回はなぜか最初からその気になってい

ました。 

 

そうすると話を聴いているうちに疑問に思うことがひっかかり、質問することが

すぐに決まりました。それでずっと「安心して」聴くことができ、質問も最初に

することができました。確かに、質問すると決めて聴いていると集中力が高まる

ことを実感しました。 

 

上阪さんのライターとしての原点、転職した会社が倒産して路頭に迷い、仕事が

できるありがたみが骨身に染みたこと。 

 

自分のためでなく読者のためにいい原稿を作る、そのことだけを考えて仕事に打

ち込んだこと。凄い人のすごさを見せつけられ、圧倒的な迫力と存在感でボデイ

ブローのように自分に突き刺さったインタビューの数々。 

それらの魂に響く「重い」体験が上阪さんのライターとしての基礎としてあると

思います。 

 

セミナーのなかでも少し触れていますが、そのあたりはやはり『書いて生きてい

くプロ文章論』等を読まないと理解できないのではないかと思いました。 

 

2 日間の興味深い話の連続で、今まで想像したこともない世界を知り、視

野が大幅に広がった印象があります。盛りだくさんの内容で消化しきれな

い感じでしたが、こうして音源で復習できるのは本当にありがたいことで

す。 

 

ブログで文章を書くうえで重要なことが 3 点あるということでした。誰に向かっ

てかくのか、何を書くのか、何を目的に書くのか、です。 

その中でも特に優先して決める必要があるのが、書く目的とのことでした。 

目的が決まれば、誰に、何を書くかが決まってくるものと思います。 
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そこから読まれる文章を書いていくことにつながっていくものと期待していま

す。 

 

以上が簡単ですが、感想文です。よろしくお願いいたします。  

（Ｔ．Ｉ 様） 
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話すことが決して上手でなくても、「聞く力」に磨きをかければ、コミュ

ニケーション能力（＝人間力）を今以上に向上できると確信しました。  

2 日間に渡り、「聞く力」「書く力」それぞれ 5 時間という長丁場でしたが、講

義の進め方がとても上手で分かり易く、時間の長さを感じませんでした。 

上阪さんは聞く、書くについてプロですが、講義の進め方においてもエキ

スパートでした。 

 

私の今回のセミナー参加の目的はどちらかというと、「書く力」のスキルアップ

をはかりたく、2 日間参加させていただきましたが、書くためにはまず「聞く

力」が重要ということが初日の講義で理解できました。 

＊上阪さんの仕事のウェイトは聞くが 7 割、書くが 3 割とのことでした。 

 

1 日目「聞く力」 

講義時間約 5 時間、まず聞くという行為にこれだけのポイントがあるとは正

直思いもしませんでした。 

 

特に気になったワード 

 

・聞くことでこそ学びは得られる 

・大成功している人は謙虚な人ばかり（＝聞き上手） 

・感謝の気持ちを持つ 

・評価するのは相手 

・最初の挨拶の重要性（立派な人ほどきちんとした挨拶をする） 

・あいづち、うなづきを意識的に（うなずき上手を参考に） 

・緊張する理由は自分がよく思われたい時（自意識過剰）、 

・詰問しない、人の悪口は絶対に言わない。 

・メモを活用する（あえてメモを取る、自分の感じたことをメモる） 

・相手を理解することに徹する（相手に伝わる） 

・普段の会話をきちんとする（普段からできない人は本番でもできない） 

・会社の会議、セミナーの質疑応答では真っ先に手を上げる 

・自分を大きく見せようとするのをやめる（そのままでいいじゃん） 

・聞く姿勢を持った謙虚な人にはチャンスが訪れる 

 

話すことが決して上手でなくても、「聞く力」に磨きをかければ、コミュ

ニケーション能力（＝人間力）を今以上に向上できると確信しました。 
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2 日目「書く力」 

特に気になったワード 

 

・文章は読んでもらえないという前提で考える 

・文章を書く目的は読者に読んでもらうこと、役に立つこと 

・分かりやすい文章を書くことが大事（手垢のついた言葉は不要） 

・文章は単なる道具、ベースは心得だけ、読み手の立場に立つ 

・上手い文章よりも中身のある文章 

・上手く書く必要はない（背伸びしてもバレている、理解してもらえれば良い） 

・いい文章を定義せずして、いい文章はできない 

（永遠に幸せになれない人＝自分の幸せが定義できてない人） 

・文章の目的、ゴールをはっきりさせる 

・読み手を意識する（読んでほしい対象は誰？） 

・読む人への配慮（漢字よりひらがな、行間） 

・取材 7 割、文章 3 割（読者の代わりに聞きに行く） 

・他人に喋る、頭の中が整理される 

・出だし、導入部分に気をつける 

・喋るように書く、文章は道具、中身（素材）が重要 

・自分にしかかけないことを書く 

・形容詞を使わない 

・ワンセンテンスを短く（長くて 60 文字） 

・書き手が理解してないこと、読者が理解できる訳がない 

・書き手が面白くなければ読み手も面白くない 

・誰かの役に立つ文章を書く 

・読む力こそが書く力（良質の文章に触れること） 

 

事前にご準備いただいたレジュメに沿って講義を進めていただいたおかげで、こ

の後販売されるであろう音源も、特におさらいしたい部分を探しやすい気がしま

す。講義終了直後から音源の発売を待ち望んでいます。 

 

2 日にわたってとてもわかり易いご講義いただきました上阪さん、このセミナー

を企画いただきました鮒谷さん、大変ありがとうございました。 

自身の今後のコミュニケーションスキル向上に役立てたいと思います。  

（Ｔ．Ｔ 様） 
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文章力を取り上げたハウツー本は山ほどありますが，上阪さんの音源に勝

るものはないのではないでしょうか。  

鮒谷様 

 

まさに「一生物の買い物」をした，そんな気分です。 

たったの 48,600 円（税込み，モニター価格）で一生役に立つ学びが得られまし

た。 

 

私が上阪さんの音源を購入した経緯は，今年からブログに挑戦しており，もっと

文章力を上げたいと思ったからです。 

 

なので今回の感想は「書く力編」で印象に残ったものを述べます。 

 

【印象に残ったもの】 

 

・自分の良い文章を「定義」する。 

・中身がつまらなかったらそもそも読まない。 

・文章を書く「目的」と「ゴール」を決める。 

・何を書くかは自分の頭の中ではなく「外」にある。 

・文章が書けないのは「素材」がないから。 

・取材 7 割，文章 3 割。 

・文章は「寝かせる」ことにより，読者目線になる。 

・読者がどれくらい「相場観」があるかをイメージする。 

・雑誌売り場の特集記事で世の中をつかむ。 

・自分の立ち位置，相場観を理解する。 

・この文章で一番何を伝えたいかを書き出してみる。 

・出だしが大事。 

・しゃべるように書く。 

・文章を書くということはひねり出すものではなく，「すでにある事実をつむ

ぐ」こと。 

・文章は感想ではなく，事実を書く。 

・具体的な事実，エピソード，数字を書く。 

・五感を使った文章は深みがある。 

・形容詞を使わなければ，事実を書くしかない。 

・事実や数字が形容詞の代わりになる。 

・文章を書くうえで意識する 10 のポイント。 
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・文章を書く目的を明確にすること。 

 

まだまだたくさん学びました。 

そして何より，文章を書くための具体的な方法だけでなく，文章を書く「心

得」を学べたことが私の今後のブログ活動に大きな影響を及ぼすこと間違

いなしです。 

文章力を取り上げたハウツー本は山ほどありますが，上阪さんの音源に勝

るものはないのではないでしょうか。 

 

上阪さんの講義はとにかく「実例が豊富」です。 

 

R25 の話，成城石井の話，恋愛ゲームの話，カルビーの話，ドトールコーヒー

の話，郷ひろみの話，ローソンの話，メルセデスベンツの話，ネスカフェアンバ

サダーの話，マイクロソフト話，瞬足の話などなど。 

 

驚くことに，これらの実例がそれぞれ，今回の「文章を書く」という議題

ににつながっているのです。 

しかも一つ一つの話がおもしろいので，時間を忘れて楽しんで音源を聴く

ことができます。 

 

これが本の知識だけでは絶対に得られない，音源ならではの強みだと思いまし

た。 

 

あと私は，鮒谷さんの「目標設定放談会」の音源も購入したのですが，上阪さん

の音源を聴いていたら「あれ？この話，鮒谷さんが言っていたことと合致

するところがあるぞ...」というような気づきがいくつかありました。 

気づいたことにより，鮒谷さんの音源で得た学びが確信に変わった瞬間を

味わうことができました。 

 

両氏の音源を聴いたからこそ，得られる気づきや学びもあるということで

すね。 

 

いやぁ，買ってよかったです。  

（Ｈ．Ｏ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

  

なかなか上阪さんの様な一流の方のお話を聞ける機会がなかったので「聞

く」「書く」だけでなく人生の勉強になりました。  

私は医療関係の仕事をしています。 

 

患者さんとお話をするときは 

 

「どうしたら上手く、分かりやすく症状説明できるか」 

「どう伝えたら家できちんとエクササイズをやってくれるか」 

 

という伝えることにフォーカスをしていました。 

 

相手のことを「聞く」というのは問診ぐらいで、それ以外は正直聞いているよう

で聞いていなかったです... 

 

第２章の８番目、「悩みや不安は聞いてもらうことですっきりする」のところで

悩み、モヤモヤははっきりしないからずっとその状態を引きずってしまうと上阪

さんはおっしゃっていました。まさにそうだなと。 

 

治療が終わっても不安を取り切れていないような患者さんもいらっしゃいます。 

説明されて納得はできても、患者さんの心の底にある不安は取り切れていなかっ

たと反省しましたし、逆に良い気づきにもなりました。 

 

上阪さんには「聞く力」を鍛えるためのポイントをたくさん教えていただ

いたので、何度も復習して、意識しなくても自然とできているレベルまで落とし

込みたいです。 

そうなった時は、患者さんから信頼される治療家になっているだろうと期待して

います。 

 

もうひとつの音源「書き方」では、私は普段あまり文章を書くことがないので、

「聞く力」の音源よりは聞くときよりは正直気合が入っていなかったのですが、

おもしろくて４時間ちょっとがあっというまでした。 

 

文章を書くことにはずっと苦手意識がありました。 

特に大人になると、賢く思われたいなど相手にどう思われるかが気になってしま

い、なるべくなら避けたい作業でもありました。 
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文章はあくまで道具であって何を書くのかが大切だということ。 

難しい言葉を使わなくて、分かりやすい文章で良いということ。 

この文章を書くことで読み手にどう感じてほしいのかという目的 

どんな人に読んでほしいのか決める 

素材を集める（メモを活用する） 

しゃべるような感覚で書く、五感を活かす。 

 

この上阪さんのお話を聞いて、もっと肩の力を抜いて書けば良いんだと感

じました。 

 

他にもドトールコーヒーのストーリーやローソンのプレミアムロールケーキの誕

生秘話や成城石井のお話で、私の身近にあり、何気なく買っている物にも企業側

の努力やドラマがありビジネスって面白いなと思いました。 

 

なかなか上阪さんの様な一流の方のお話を聞ける機会がなかったので「聞

く」「書く」だけでなく人生の勉強になりました。 

 

上阪さんが紹介されていた「ライザップはなぜ結果にコミットできるのか」は早

速アマゾンで購入しました。 

他にも読みたい！と思ったのがたくさんあったので、読ませていただきます。 

 

この度は、貴重な音源を提供していただきありがとうござました。  

（Ｙ．Ｉ 様） 
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営業や書くこと、プレゼンテーションなど、すべての基礎は「聞く」こと

から始まる、ということをおっしゃっておられ、自身の聞くことへの意識

をより改めようと思いました。  

毎度のことながら、今回の音源も大変勉強になりました。 

 

一番意識させられたのは、自身の聞く姿勢についてです。 

営業や書くこと、プレゼンテーションなど、すべての基礎は「聞く」ことから始

まる、ということをおっしゃっておられ、自身の聞くことへの意識をより改め

ようと思いました。 

 

営業をやっていると、ついついこちらが話さなければいけない、と思ってしまい

がちですが、真にできる営業マンは、きっちりと相手の話を聞き、相手の

望むことを話すといことは、わかっていながらもついつい忘れてしまいが

ちなところでしたので、上阪さんのメッセージで再度強く思い直しまし

た。 

 

また次回の音源を楽しみにしております！  

（営業 Ｙ．Ｉ 様） 
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文章を書くにあたってのそもそも論を学べたのは貴重でした。  

いつも大変お世話になっております。 

 

今回は文章を書く力を磨きたいという思いから、聴き始めました。 

聴き終わった今、なぜ「聞く力編」と「書く力編」があるのかが、よくわ

かりました。 

 

『書くとは聞くの集まりであり、聞くとは書くの集まりである。』 

 

書くためには、素材が必要となるし、臨場感が必要となるし、感動が必要とな

る。 

素材、臨場感、感動を求めるなら、現場でインタビューするしかない。 

 

ただ机に向かって、PC に向かって、考えていても具体的な素材等を得ることは

できないので、響く文章は書けないのですね。文章を書くにあたってのそもそ

も論を学べたのは貴重でした。 

 

また、プロとしての姿勢を感じることができたのも、非常に勉強になりま

した。内容はもちろんのことですが、話し声の表情・間の取り方・例え話が

非常に勉強になりました。 

 

大事なところではゆっくり丁寧に話す、考えたい場面では問いかけながら、間を

とって話す、伝わりにくい内容は例え話で表現する、といった具合です。 

 

言葉が頭の中にスムーズに入ってくる感覚で、そのリズム感が非常に心地

が良かったです。これは音源ならではの気付きでした。 

 

前編、後編を通じて感じたのは、 

 

・意識を高くもつこと、アンテナを張ること 

・明確な目的を持つこと 

・明確な目標を持つこと 

・５W１H で具体的に表現すること 

 

というところです。 
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目標設定＆目標達成 3 部作を先に聞いていたので、より深く学ぶことがで

きました。 

 

また次の音源でも学ばせてもらいます！ 

よろしくお願いいたします。  

（奥田 龍史 様） 
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期待以上の内容満載で、ベンツ、ローソン、ドトール、カルビーなど、上

阪さんにしか話せない臨場感あふれる具体的内容に時間を忘れて引き込ま

れました。  

鮒谷さんのブログを本年の 1 月 1 日に知り、興味深くメルマガを拝読させてい

ただいています。 

 

仕事上お客様への企画書や提案書を作成することが多く、特に『書く力』

に関しての内容に期待して上阪さんの音源を購入させて頂きました。 

期待以上の内容満載で、ベンツ、ローソン、ドトール、カルビーなど、上

阪さんにしか話せない臨場感あふれる具体的内容に時間を忘れて引き込ま

れました。特に、『素材の重要性』および『相場観』に関する内容が、特に心に

刺さる内容でした。 

 

まだ 1 回聞いただけで深く理解は出来ていないですが、音源の内容が自分の中

で『当たり前』になるように、今後も継続して聞かせて頂きたいと思いま

す。 

 

少し話が逸れますが、先日から『目標設定およびフォローアップ放談会』の音源

を聞いて、自分がどうなりたいのかを書き出しておりました。 

『書く力』の音源で、素材が重要という内容を聞いてはっとしたことがありま

す。12 年間毎日継続して書いている日記が、実は目標設定の非常に重要な素材

であると気が付きました。当たり前に書いている日記が、自分にしか書けない情

報の蓄積であり、『自分のために』書く文章である目標設定の貴重な『素材』で

あることに気が付きました。 

考えてみれば当たり前ですが、当たり前に過ぎて気がついていませんでした。 

素材として日記を見直すと、形容詞だらけの臨場感のない内容が多いことに勿体

なさも感じました。日記の書き方 1 つにしても、価値を高めるきっかけに

なりました。 

 

この度は貴重なご講演の音源を購入する機会を与えて頂きありがとうございまし

た。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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読書によるコミュニケーションの独学を 10 年続けるより一流の師を 10

年かけて探す方がよっぽど効果的であることを痛いほど突き付けられまし

た。  

鮒谷様 

 

上阪さんのセミナーの感想をお送りします。 

 

『話し方』『質問の仕方』『文章の書き方』これらについての本を、私はある程

度読んできたつもりでした。 

 

しかしこの音源で、読書によるコミュニケーションの独学を 10 年続けるよ

り一流の師を 10 年かけて探す方がよっぽど効果的であることを痛いほど

突き付けられました。 

 

心構えや振る舞い、聞くとき書くときの姿勢について言われてみれば当たり前の

ようなこともいくつか紹介されていますが、 

 

それなのに実際のコミュニケーションの本番でないがしろにしていることがどれ

ほど多いことか！ 

日々の会話をどれほど適当に流していたことか！ 

 

今回、自分の日常を指摘されているようで、胸にチクリ！! 

反省文のごとく、音源のメモは A4 で 19 ページにのぼります。とはいえ、この

痛みはチャンスです。 

 

音源の中で仰っている通り、日常生活の中で意識をすることで、たとえば妻

との会話がお客さんとの会話が親との会話が明らかに弾むようになりまし

た。さらにお互いが好感をもって会話することで身の回りに今まで以上に

笑顔が増えたのを、この一週間で感じています。 

まずこのことに感謝いたします。 

 

精神論のようで、ロジカルな解説は、一聴の価値ありです！所々で挟まれる、た

とえ話に取り上げられた数々のインタビュー小話だけでも数冊の本を読んだよう

に感動と気付きが多くたとえば、日常から暴れん坊将軍になったマツケンの話た

とえば、ドトールのコーヒーとジャーマンドッグが美味しい理由たとえば、ネス

カフェアンバサダーによる快進撃たとえば、メルセデスベンツを最近よく見るよ
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うになった理由誰かに伝えたくて、すぐに妻に話し、妻が興味深く聞いてくれる

姿を見て素材さえあれば話し上手になれるのだという実感も得られました。 

 

最後に、私が今回心に響いたベスト 10 を紹介いたします。 

 

【聞く力編】 

 

・人の話はネタの宝庫・感謝と学びの姿勢で聴きに行けば、喜んで教えてくれる 

・質問は事実関係からだんだん抽象度を上げる・相手のペース、呼吸、話し方に

合わせる。 

・お客さんのお客さんを見る 

・相手に関心のシグナルを示す 

・相手の相場観を意識する 

・会ったことのない人の悪口を言う人は信用しない 

・下手でも気持ちのこもった質問をする 

・自分を大きく見せない 

 

【書く力編】 

 

・見習いたい文章を定期的に読む 

・文章はツールで、大切なのは中身 

・上手く書こうとすると、バレる 

・いい文章の定義を持つ 

・最初に書く目的を決める 

・読者は具体的に決めてしまう 

・雑誌売り場の特集、新聞の広告欄を眺める 

・名詞、数字、情景、なんでもメモる 

・形容詞使用禁止 

・難しい言葉は翻訳してしまう 

 

メモしたいことが多く、運転しながら聞くのが困難な音源でした。 

音源として公開して頂いたことを感謝申し上げます。  

（寺内動物病院 寺内 宏光 様） 
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テキストにすると断片的なノウハウのようですが，実際には，「聞く」，

「書く」，「話す」，「読む」が一体であることが音源を聞いていてよく

わかりました。  

貴重なお話を繰り返す聴く機会をありがとうございました。 

すでに 3 回聴きました。 

 

さて，以下はアドランダムなメモです。 

 

「聞く」 

 

聞いてもらって、自分（聞き手）の意識下のもやもやを出してもらう 

 

感謝の心を持つ 

本心は、行動や立ち振る舞いに出る 

答えやすい質問から始める 

 

聞く前に調べ尽くす 

聞く方も聞かれる人もよい対話になるように。 

会話の中で深掘りして「名言」を創る。 

 

「反復」は、よい手法。 

質問に自分を絡ませる 

 

「書く」 

 

素材を集める 

ストーリーは、これを目の前の人に話すとしたらと仮定して話すつもりで順序だ

てる。実際に話してもよい。 

 

形容詞を使わないで書く 

順接の接続詞はできるだけ使わない 

逆接の接続詞を意識する 

 

リアリティが大切 

メモをとる 
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推敲する 

 

相手の状況を考える 

相場感 

読者の空気に合わせる 

 

テキストにすると断片的なノウハウのようですが，実際には，「聞く」，

「書く」，「話す」，「読む」が一体であることが音源を聞いていてよく

わかりました。 

 

また，全体の中で繰り返しお話されていることは，「聞く」，「書く」の行動に

おいては，その人の生き様が出てしまうので，普段から「善く生きる」ことが大

切ということでした。 

このことを考え合わせると，全体として真に腑に落ちることが多く，今後も

自分が PDCA を回して行くと新しい発見ができるように思います。 

 

どうもありがとうございました。  

（武藤 明徳 様） 
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今回の上阪さんの音声の場合「書く」ことの材料集めとしての「聞く」と

いう技術の説明なので多くの人に理解しやすい物であると感じます。技術

的な部分はもちろん、聞くという行為のプロの考え方、所作を語ってくれ

ているのでそれを知るだけでも、大きな財産になりそうです。  

今回の「聞く力」と「書く力」という大きく 2 つの事をを語ってくださっていま

したが、自分が特にイメージしやすかった「聞く力」を中心に感想を書かせてい

ただきます。 

 

音声を聞いていて上阪さんというのはとても謙虚な方であるな～という印象を受

けました。今回この音声はメルマガを読んでいて衝動買いしてしまったので上阪

さんという人をほとんど知らないまま買ってしまいました。 

なので経歴だけ見ると、とてもイケイケでエネルギッシュな体育会系の人なのか

な～という先入観の元、音声を聞き始めたので、自分の中で勝手に想像した上阪

さんとのギャップがありましたが良い意味で裏切られました笑 

 

さて実際に音声の内容についてですが、ここまで「聞く」という動作に対し

て丁寧にそしてわかりやすく解説した人はいないのではないかなと思いま

す。 

 

以前同じ「聞く力」というタイトルで阿川佐和子さんが本を出版されていました

が、あの方の場合、聞くことに関して天性のものがあるのかすごいな～とは感じ

ましたが、いまいち腹落ちしませんでした。 

 

今回の上阪さんの音声の場合「書く」ことの材料集めとしての「聞く」とい

う技術の説明なので多くの人に理解しやすい物であると感じます。 

技術的な部分はもちろん、聞くという行為のプロの考え方、所作を語って

くれているのでそれを知るだけでも、大きな財産になりそうです。 

「書く力」の音声はまだ聞きこめていないのでこのような長文になりましたが笑  

今後とも是非 2 つの音声を聞きづづけようと思います。 

 

素敵な音声の配信、ありがとうございました。  

（Ｎ．Ｈ 様） 
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この音源はお世辞抜きで非常にコストパフォーマンス高いです。高コスト

パフォーマンスの代名詞である「本」よりも高いかもしれません。  

現在進行形で、「書く」仕事を会社で頂き、期限が設定されてしまっていたの

で、渡りに舟とばかりに音源購入させていただきました。 

 

「聞く力」編、「書く力」編ともに、話が面白くてあっという間に聞き終わって

しまいました。+ほとんど全ての話に引き込まれましたが、特に食べ物・飲み物

系の話は臨場感たっぷりで、街でそれをみかけたらつい買ってしまいます（笑） 

 

何割かは情報としては知っていた話ですが、それでも商品（サービス）開

発の背景と聞き手を「！」とさせる話の展開により、いまだに強烈に印象

に残っています。 

「聞く力」と「書く力」の前に、上阪さんの「話す力」が凄すぎるだろうと思っ

て聞いていましたが、 

 

・書くことは聞くことから始まる 

・自分が面白いと思ったことを掘り下げる 

・話をするように書く 

 

という話があり、納得しました。 

しかもその PDCA を回しまくっている訳ですから、話が面白くて当たり前です

ね。 

 

その他、早速役立っているアドバイスをいくつか書いておきます。 

 

・素材を整理する 

・奥さんや友達に話すことで整理する 

・あとで修正・推敲するつもりで荒い原稿を一気に書く 

・相場観を持つ 

・起承転結は要らないが出だしは大事 

 

諸事情により現在、情報商材や教育に対しては徹底的にコストパフォーマンス

（単位円あたりの得られる知識×実践のしやすさ）を考えていますが、この音源

はお世辞抜きで非常にコストパフォーマンス高いです。高コストパフォー
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マンスの代名詞である「本」よりも高いかもしれません。 

 

「聞く力」「書く力」にとどまらず、非常に多くのことを学べました。あ

りがとうございました。  

（山本 洋 様） 
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私たちが知っている、聞いたことがある人、企業が頻繁に登場。* 

「聞き方」「話し方」のポイントを覚えるのにも、小ネタとしても使え、

一粒で二度美味しい内容。  

「よく聞く、いい、お話でした！」 

 

では、終われない音源。 

 

２０年以上かけ、上阪さんがまさに「現場」で仮説検証を繰り返し血肉と

されたものを、この音源に詰め込んでいただいているのでしょう。 

それ故に具体例が豊富で、聴いている者の興味をそそるから、ひとつひと

つのポイントが事例とリンクして脳内に残りやすいのでしょう。 

 

その具体例も 

 

稲盛さん 

弘兼さん 

松平健さん 

 

カルビー 

ドトール 

成城石井 

など 

 

私たちが知っている、聞いたことがある人、企業が頻繁に登場。 

「聞き方」「話し方」のポイントを覚えるのにも、小ネタとしても使え、

一粒で二度美味しい内容。 

 

これだけの音源。繰り返し聴いているとやはり、ひとつの課題が浮き上がってく

る。 

 

【具体化】 

 

目標設定&達成音源に続き、上阪さんの音源からも、私に突きつけられた課題。 

 

【具体】とのことばを使っていなくとも、【具体】がキーとなる。 
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・誰に伝えるのか、読み手を強く意識する 

・何のために書くのか、目的、ゴールをはっきりさせる。 

・形容詞は使わない 

・事実を書く 

・何が良い会社か定義する 

・相場感 

・聞くなら具体的に聞く 

・素材、ネタ=取材、外+事実+具体的 

 

１０年以上、書き続けていてもさしたる反応がないブログ。 

正面から向き合うと痛いがこの痛さを越えなくては変われないまま。 

 

誰のため、何のために書いている？ 

 

「自分の学び、氣づきの記録」 

 

と、言いつつ、 

 

「共感されたい、凄いと思われたい、集客に繋げたい」 

 

という、疚しさと中途半端が混在している状態。 

 

この改善が、この音源からの学び行動のひとつとなります。 

 

聞くこと、外に目を向けることで良質の素材を集め、誰に、何のためにかを、は

っきりさせ強く意識する。 

それが、私の「すんなり読めて、わかりやすい文章」への道筋となります。 

 

話は変わりますが今回は、上阪さんの音源が、発売されるまで全く買う氣はあり

ませんでした。いや、絶対、買わないと心に決めていました。 

しかし、音源発売の案内メールを読んだ日には、購入！ 

 

なぜなら、 

 

１.自分に必要な学びだから。 

→学びの前倒し、先取り効果！ 

 

２.金額で迷ったら買い！ 
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いずれも鮒谷さんの教えを素直に実行してみました。 

ありがとうございました！ 

 

でも、次回は初志貫徹します！（笑）  

（山崎 耐忍 様） 
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上阪さんの思想、思考に触れることにより、「聞く」「書く」ことへのよ

い思索のきっかけとなりました。  

今まで、いい話だなぁだけで終わっていたので、フォローアップし活用実践で

きるような環境をつくっていきたいと思いました。 

 

テレビを見たり、本、SNS を読んだりと受動的で知らずしらずのうちに学んで

いるようだが、実はお金を払うだけの自分からブログ、メルマガ等のアウトプッ

トにより能動的な自分へと、つくり変えていきたいと思います。 

 

後は、これをどうやって習慣化させるかといったところでしょうか。 

 

鮒谷さんが仰る通り、上阪さんの思想、思考に触れることにより、「聞く」

「書く」ことへのよい思索のきっかけとなりました。 

 

「知っていても、活用されなければ何の意味もない」 

 

とのことですので、先ずは、身近な人へ取材しつぶやいてみたいと思います

（笑）  

（Ｋ．Ｙ 様） 
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今回の内容は、 ピンポイントで即使えるものが２，３あったのでそれだけ

でも元が取れました。 しかし、まだまだ内容があることを考えると、元が

取れたどころか、（他の方の感想にもあったように）一生もののスキルを

身につけられる買い物だったと思います。  

今回の音源購入は、5-6 年前から平成進化論を拝読している中で初めてのア

クションでした。 

 

なぜそうしたアクションに至ったのか、と考えると間違いなく、最近のメルマガ

で鮒谷さん言われていた書き方の変化によるものです。繰り返し繰り返し音源販

売の案内があることで、 自分が必要と考えていたコンテンツ（今回で言えば聞

くコミュニケーション） が視界に入る回数が激増しました。 

 

即断で買えないあたりがまだまだだな、と自分自身では思いますが、繰り返しの

威力は抜群でした。潜在顧客がふと何かのタイミングで欲しいと思った瞬間にそ

こにある、という状況がいかに効果的か体感できました。この一連の流れを身を

もって体験したことは、今回購入したことによる大きな副産物です。 

 

さて、本編の感想です。【聞く力編】 特に印象に残っているのは下記の点で

す。 

 

「依頼者が何を求めているのか根堀葉堀聞く」 

 

基本的な話ですが、忘れがちでした。 

逆にこちらが依頼する立場の時も、これを聞く人は仕事できる人だという判断材

料にもなりますね。 

 

「関心のシグナルを立てる」 

「常日頃から学びの姿勢」 

 

知的好奇心という解釈をしました。 

この重要性は日々感じていたので、やっぱり一流ライターの方も重視されている

ということを聞けてよりこの思いが強くなりました。 

 

「相手に気づかせるのは聞くことから」 

 

個人的にどストライクでした。 
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従業員と話すとどうしても "伝えすぎ" な状況に陥っているのを自覚できるの

で、 "気づかせる聞き方" の部分は即実践に移せるありがたい内容でし

た。 

 

「大質問と小質問を作る」 

 

面談や商談前に質問を準備することはありますが、この発想は無かったです。即

取り入れます。 

 

「知ったかぶりをしない」 

 

ついついやってしまいがちなことなので、気を付けます。 

 

「事前にシナリオを作る」 

 

何かを伝えるときは良くシミュレーション（リハーサル）をするのですが、聞く

時は抜けていました。シナリオ作り、重視します。エバーノートにタイピング

しながら、もしくはスマホのメモに打ちながら聞いていたのですが、打つ

手が止まらないほどメモすべきポイント満載の話でした。 

 

具体例が多いのも聞く側からすると引き込まれますね。 

 

あと、ライザップの話は脱線話でしたが、面白かったです。 

 

【書く力編】 

 

相場観 これが一番刺さりました。 

相手の知識状況自分のポジション世の中の空気 と様々な使い方ができ、かなり

使いやすい考え方と感じました。 

今までも使っていたなと思う場面もありますが、意識的にではありませんでし

た。 

きっちり体得して無意識レベルでできるようにします。 

 

その他、順不同ですが 

 

「起承転結は使わない」 

「感想を述べるのではなく、事実を紡ぐ」 

「出だしに気を付ける」 
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「文章の素材は頭の外」 

「推敲は 2，3 回行う前提で、一気に書き寝かせる」 

「文章で一番伝えたい事を書き出す」 

「しゃべるように書く」 

 

このあたりが印象的でした。 資料や短文メールが中心で、まだまだ文章として

書く回数が少ないですが、これからの必須スキルの一つ"書く力"を実践すべきと

の思いが強くなりました。 

 

この上阪さんの音源を繰り返し聞いて体得することで飛躍的に向上させていきた

いと思います。 

 

今回の内容は、 ピンポイントで即使えるものが２，３あったのでそれだけ

でも元が取れました。 しかし、まだまだ内容があることを考えると、元が

取れたどころか、（他の方の感想にもあったように）一生もののスキルを

身につけられる買い物だったと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｋ．Ｔ 様） 
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上阪先生、鮒谷様、そしてスタッフの皆様、刺激を与えまくってくれたセ

ミナーを届けていただいて、本当にありがとうございました！！  

私は、お客様にお送りしている会社のニュースレターに掲載するインタビュー記

事を書くことがあります。 

 

コミュニケーションが決して得意でないので、これまでもインタビューをする際

にはしっかり準備しておりました。自分の中で一生懸命シュミレーションをして

臨みました。 

 

だけど、他に何をすればいいのか、どうすればもっとうまくインタビューできる

かがわからないままに今日まできました。そんな悩みを持った私にドンピシャな

セミナー音源が発売されると知り、購入いたしました。 

 

「いい仕事をするためのヒントをいただきにきました」 

 

私にとって一番強烈に印象に残ったフレーズでした。 

これは、上阪先生がインタビュー相手にその趣旨を伝える時におっしゃった言

葉。 

 

「インタビューされる側だったら、こんな切り出し方されたらそりゃしゃべりた

くなるわ！」 

 

って思いました。 

 

「めっちゃ、カッコイイ言葉やん！！」 

 

そして、猛反省しました。。 

 

「私はインタビューする時に、相手の気持ちを盛り上げる努力をしたことがある

か？」 

 

いつも悩んでいるのが、 

 

「いかにたくさんの言葉を引き出すか」 

 

なのですが、そのためには、お客様に 
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「この人には色んなことを話したい」 

 

と思っていただくことが大事なんですよね。 

 

でも、私はその努力をしていなかった。 

お客様に気持ちよく話していただくための雰囲気づくり。 

 

「この人にはなんでもしゃべっちゃおう！」 

 

と思っていただけるような自分なりの決めゼリフ、上阪先生の言葉でいう「キラ

ークェスチョン」を作ろうと決め、今それを考えています。 

 

「名言は、一緒に作っていくもの」 

 

という言葉も心に残っています。。 

相手から言葉を引き出すことばかり考えていた私には、思いもつかないことでし

た。 

 

上阪先生の話しを聞き、「ノウハウでなく、大切なのは本質的なこと」とわ

かっていたつもりが、「自分が求めていたのは結局ノウハウだったんだ」

気付かされることが山のようにあり、愕然としました。 

 

大切なのは私自身の心の持ち方と態度。 

お話しを聞く相手に対する感謝の気持ちだったり、相手を理解しようとする気持

ち、そして「学ばせていただく」という謙虚さ。 

 

「最初の挨拶だけで一流の方は全てを見抜いている」 

 

という言葉がありました。全身から色んなものが全身からにじみ出ている 

んでしょうね。つまり、インタビューの成否は最初の数分間で決まってしまう。 

 

なんということ、私はその部分は全くノーマークでした！ 

もちろん、きちんと礼儀正しい態度で臨んでいましたが、そこまで重要なことと

位置づけていませんでした。猛反省しきり。 

 

しかし一方で、気持ちが楽になりました。 
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「一流の人は全て見抜いています。全部ばれてます」。 

 

だから、 

 

「自分をよく見せようなんてことはしなくていい」 

「わからないことは『わからない』と言って徹底的に聞けばいい」 

「うまく話しができなくてもいい。そこに気持ちがこもっているかどうかのほう

がずっと大事」 

 

という上阪先生の言葉に、私はすごく安心しました。 

 

この音声、私のように「コミュニケーションが苦手」と思っている方に是

非聞いてほしいと思いました。 

 

「うまくしゃべれなくてＯＫ。聞き上手になればいい」 

「聞き上手になるための１つの方策として、質問を常に用意しておく」 

 

というお話しがあり、私はとても勇気づけられました。 

 

来週インタビューがありますので、聞いたことを早速実践します。 

うまくいかなかったとしても私には上阪先生の力強い言葉があります。 

 

「こんなもんさ」 

「恐れない」 

 

・・・と、ここまで書いてきたのは「聞く力」編の感想。 

なんとまだ「書く力」を聞いていないのです！ 

 

「聞く力」編だけで、私の中に無数の感想が渦巻いているので、これは一旦ここ

で感想をまとめておかないとエライことになると思ったので、ひとまず送らせて

いただきます。あらためて「書く力」の感想は送らせていただきますね。（と強

制的に自分に課題を与えました(笑))。 

 

※後日、「書く力」編のご感想を頂きました。 

 

「書く力」編は、上阪先生がこれまで取材されてきたお話しがどれもこれもすご

く面白かった！ 
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...と書くと「それと『書く力』とどう関係するの？って」って感じですが、つま

りは 

 

「内容（素材）が面白ければ、そして構成を間違わなければみんな読んでくれ

る」 

 

ということなんですよね。とにかく素材集めの重要性を痛感しました。 

上阪先生がおっしゃるとおり、なかなか書けない時は素材が足りなかったです。 

 

でもそれは私の「聞く力」が弱かったから。 

そして、五感をフル稼働していなかったから。 

上阪先生の音源を聞いて、自分に足りないものが何かはっきりわかりまし

た。大事なのは素材と、その文章を書く目的。そして誰に伝えたいのか。 

そこが明確になったので、書く時に意識するポイントがはっきりわかりまし

た。 

 

上阪先生が冒頭で 

 

「文章を書くための本みたいなのは全然読んだことがない」 

 

とおっしゃってビックリしましたが音源を聞けば、その理由がわかりました。 

 

「読者側に立って書いているか？」 

 

文章を書く時の自分への質問をを上阪先生からいただきました。 

 

明日、お客様へのインタビューがあり、その記事を私が書きます。 

「聞く力」「書く力」での気づきをとにかく実践します。 

全部一度にはできないから、今回の集中すべきテーマは「五感を総動員して素材

集めをする！」 

 

上阪先生、鮒谷様、そしてスタッフの皆様、刺激を与えまくってくれたセ

ミナーを届けていただいて、本当にありがとうございました！！  

（野田 真由美 様） 
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鮒谷さんの目標設定放談会と同じく、「一生ものの買い物」が出来たと大

変満足しております。  

鮒谷様 

 

この度は音源の販売ありがとうございました。 

2 回聞き終えましたので、感想文を送付させていただきます。 

 

「話す」「聞く」「伝える」ということに日ごろから問題意識を持っており、セ

ミナーの案内を見たときから興味がありました。ですが正直なところ、音源を購

入するか？書籍を購入するか？迷いました。考え抜いた結果、音源のほうが時

間を有効に使うことができると思い、音源を購入しました。 

 

感想としては、鮒谷さんの目標設定放談会と同じく、「一生ものの買い物」

が出来たと大変満足しております。 

 

音源であることで「臨場感」があります。 

圧倒的な「臨場感」がありました。 

上阪さんという文章のプロの「考え方」、「姿勢」を熱い語り口から感じ

取ることができます。これは、書籍では感じ取ることはできません。 

 

間に挟まれる著名人と対話したときのエピソードも大変面白く、ここでも

「取材時の臨場感」を感じ取ることができました。（佐藤可士和さん、野

口悠紀雄さん、弘兼憲史さん、郷ひろみさん、、、他にも多数） 

 

もちろん「聞く力」「書く力」のメソッドについても、こんなに話してし

まっていいんですか！？というほどびっしりな内容でした。  

 

一部ですが、響いた内容を以下に書きます。 

■文章力以上に素材 

 

■ビジネスコミュニケーションは目的意識を持つ 

 

■向かい合うよりは隣り合うイメージ 

 真正面では対立の構図になってしまう 

 隣に座って一緒にしゃべっている漢字 
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■緊張するときは自分をよく見せたい、大きく見せたいとき 

 取り繕ってもどうせバレている 

 自分を大きく見せてもなんの意味もない 

 

■背伸びをして大きく見せても、その期待に応えられない 

 

■読み手を強く意識すれば何を書くかが見つかる 

 

■何を書くかを自分本位で決めるべきではない 

 

■目的があるあってターゲットがきまっていれば、優先順位は自ずから決まって

くる 

 

■読み手が大衆。 

 暗闇に向かって講演をしていることと同じ。 

 

■誰に読んでもらうのか？を真っ先に考えなければならない。 

 

■読み手を意識しないと、書く文章が定まらない 

 

■文章に 100 点はない理解してもらえたかが大事 

 

■文章はひねり出すのではなく、すでにある「事実」を組み替えていくこと 

 具体的な「話」を入れる。具体的な「数字」を入れる。 

 

■起きている事象を形容詞にまとめようとするから難しくなる。 

 逆に事実を書いた方がよほど簡単。 

 

「聞く」とはどういうことか？ 

 

「書く」とはどういうことか？ 

 

深く考えさせられました。 

そして、いままでの自分は「素材」もないのに、「表現」ばかりを追い求めて

「書く」「話す」ということをしてきたのだということに気が付きました。 

これでは「伝わらない」とようやく理解することができました。（長かった...） 

この気づきを得てから「素材」を求めるように行動が変わりました。 
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そして、家庭、ビジネスどちらにおいても良い方向に向かっていることを

実感しています。家庭では「素材」を求めることを意識するため、興味の

対象が広がり会話にも広がりが生まれました。ビジネスにおいても「素

材」を集めることから始めることで、レポートを書く時間が圧倒的に早く

なりました。 

 

スピーチやプレゼンなど人前で話すときでも、素材をあつめ、目的を決め、ター

ゲットを決めることで無理のない伝え方になってきたと感じています。 

まだまだこれからですが、これからの自分の成長が楽しみです！ 

 

最後になりますが、音源の中で最も心に残った言葉を紹介させていただきます。 

 

「いい文章を定義せずにいい文章は作れない」 

 

という節での言葉 

 

永遠に幸せになれない人がいる 

それは自分の幸せを定義できていない人 

 

脳内が不平・不満で渦巻いていた自分に大切なことを気づかせてもらいました。 

思わず「はっ！！！」としてしまいました。 

 

感想文の趣旨とはずれているかもしれませんが、どうしてもこれだけは伝えたか

ったので書かせていただきました。聞く力、書く力以上に大切なことを思い

出させてくれた上阪さんには本当に感謝しています。 

 

そしてその機会を作ってくださった鮒谷さんにも感謝しています。 

 

ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｍ 様） 
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書くときの迷いがなくなりこれまでの半分以下の時間でより質の高い文書

を仕上げることができるようになりました。  

「聞く力」編 １回 

「書く力」編 ２回 

拝聴させていただきました。 

 

定常的に書くことを仕事にしており特に「書く力」編はメモを取りながら大

きな気づきを得ることができました。 

 

特に 

 

・読み手を意識すること 

・素材不足を表現でカバーしようとしないこと 

・形容詞をつかわず数字とファクトで書くこと 

 

を意識するようになったことで書くときの迷いがなくなりこれまでの半分以

下の時間でより質の高い文書を仕上げることができるようになりました。 

あわせて上阪さんの著作３冊 

 

・〆切仕事術 

・成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか？ 

・成功者 3000 人の言葉 

 

も週末に一気読みしました。 

（昨日、成城石井にて購入した REEFER のワインも試してみました。） 

音源でのエピソード・想いが具体的にどのように書籍に展開されているかが深く

理解でき、相乗効果が大きかったです。 

 

これからも、折に触れ聞き込んでいきたいと思います。 

よい機会をご提供いただきありがとうございました。  

（Ｈ．Ｔ 様） 
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なるほど、圧巻の営業とはこういうことか！！ 

こんな貴重な体験を無料メルマガでさせて頂けるなんてありえない！！！  

ついに耐え切れず、購入してしまいました・・・ 

 

本日とうとうガマンの限界を超え、音源を購入してしまいました・・・ 

まだ音源は聴いておりませんが感想を送らせていただきます。 

 

すみません。 

感想の内容は、音源そのものにではなく、生の圧巻営業をメルマガ上でリア

ルに体験させていただいていることへのお礼です。 

 

私にとって平成進化論は、10 年以上前から毎日必ず目を通す必要不可欠な存在

でしたが、最近では、その存在が何倍にも増して大きなものになっていま

す。 

 

まさに営業のヒント、アイデアの宝庫！生きたお手本！ 

として何度も読み返し、数週間分の内容を時系列で追っては、販売の設計図

を学んだりと、日々生きた学びの連続です！ 

 

鮒谷さんご自身が日々回されている超高速 PDCA を丁寧な解説付きで開

示してくださるおかげでリアルな実例として臨場感のある学びとなってお

ります。 

 

このような濃厚なメルマガを配信していただき本当にありがとうございます！ 

 

今回の上阪徹さんの音源販売においても、自分の心が揺さぶられる体験、

買わずにはいられなくなる体験を通して多くを学ばせていただきました。 

 

また、欲望に耐え切れず購入してしまった自分を客観的に分析することができた

のも大きな収穫です！(笑) 

 

本当は、目標設定音源に集中するためにこちらの音源の購入は見送るつもりだっ

たのですが、、、 

 

鮒谷さんの圧巻営業の前に、締め切り直前であえなく崩れ落ちてしまいました

（苦笑） 
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なるほど、圧巻の営業とはこういうことか！！ 

こんな貴重な体験を無料メルマガでさせて頂けるなんてありえない！！！ 

 

というのが今の率直な感想です。 

 

毎日のメルマガにて様々な角度から自由自在に繰り出される数々の職人技

は、まさに営業のアートに触れている感覚です！ 

 

毎回楽しみにしております。 

今後ともよろしくお願いします。  

（Ｔ．Ｏ 様） 
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聞くときの心構えやメンタリティだけでなく、効果的に聞くための具体的

な技術や注意点もたくさん教えていただき、とてもありがたく思っていま

す。  

この度は大変勉強になる音源をご提供いただき、ありがとうございまし

た。 

 

「聞く力」を２回通して聴いた後で、現在、「書く力」を聴いているところです

が、 

「書く力」の方はまだ最後まで聴き終えていないため、今回は「聞く力」の方の

感想を述べさせていただきます。 

 

これまで、聞くことについては、受動的なイメージを持っていましたが、 

上阪さんのお話を聴いて、聞くことがいかに能動的な行為であるかがとてもよく

わかりました。 

 

聞くときの心構えやメンタリティだけでなく、効果的に聞くための具体的

な技術や注意点もたくさん教えていただき、とてもありがたく思っていま

す。 

 

早速、実践を始めています。  

（Ａ．Ｎ 様） 
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単なるビジネス書を朗読したオーディオブックとは異なり、上阪さんの軽

快な語り口と熱量により、臨場感を持って聞くことができました。  

全体的な印象としては、感謝を忘れない、といったマインド的な事から、接続詞

の使い方といった具体的なノウハウまでを網羅した 

 

『「書く力」「書く力」についてのオーディオ版 全集』 

 

であると感じました。しかしながら、単なるビジネス書を朗読したオーディ

オブックとは異なり、上阪さんの軽快な語り口と熱量により、臨場感を持

って聞くことができました。 

音源を聞いたり、本を読んだり、セミナーに行ったりしてインプットした情報に

ついて、多くの人が言っていることは、おそらく王道であろうと考え、見聞きし

た考え方やノウハウについて、自分の中で投票を行っています。 

この考え方はあの人もこの人も言っているので 2 票、このノウハウはこの人も

言っているので計 3 票、といったように。 

 

今回の音源についても、そういったエピソードが多々ありました。 

例えば、「読者のことを考える」ということ。多数の著書を上梓されている結城

浩さんも、「読者のことを考える」ということを仰っています。 

 

他にも、「一生幸せになれない人」の話は、鮒谷さんの目標設定放談会の

お話と繋がるように思いました。これらについては、もはや 1 票どころで

はなく、当確になっております。2,3 回聞いた程度ではまだまだ咀嚼できてお

りません。繰り返し聴いて、ものにしていきたいと考えています。 

しばらくは、巷にあふれる文章術の書籍に惑わされることはなさそうで

す。それだけでも、対費用効果の高い投資となりました。 

 

ありがとうございました。  

（Ｋ．Ｈ 様） 
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こんなに長い時間でも、まったくあきるどころか、次はどんな話題が出て

くるのだろうとワクワク、グイグイとひきつけられました。  

このセミナーは、「聞き方」「書き方」のハウツーはもちろん人と向かい

合う心構えを教えていただける深いものでした。 

 

「聞く力」編で、一番心に響いたフレーズは「相手を理解することに徹する」で

す。 

 

仕事は「聞くこと」から始まること。 

仕事以外の人間関係においても、「聞くこと」が大切なこと。 

 

人は聞かれることは嬉しいことだから。 

自分に関心をもってもらうことに嫌な人はいないから。 

 

セミナーでは、相手が話しやすくなるスキルやテクニックがふんだんに盛り込ま

れていましたが感謝の心をもって聞く「心の持ち方」が一番大事なのだと思いま

した。 

 

なぜなら、本心は顔や立ち居振る舞いに出てしまうから。 

 

そして「聞く力」がつくと、「話す力」「書く力」にも波及してくる。 

そのため、「聞く」ということが一番根っこに蓄えるべきものと感じました。 

 

聞く力編、書く力編に共通して感じた事はうまく聞こう（書こう）としても、バ

レるのだから背伸びせず、等身大の自分で、素直に接すること。 

 

「書く力」編で一番大事だと思ったことは中身、素材であり、書き方ではないこ

と。 

 

文章を書くにあたっては、まず読み手の立場に立つことと最終的に何を伝えたい

のか、目的をはっきりさせることが大切。 

 

このほか、 

 

・ネタはストックし忘れないよう、必ずメモしておくこと 

・話すようにわかりやすく書くこと 
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・形容詞を使わず、事実や数字で具体的に書くこと 

・普段の心がけとして、質のいい文章に触れるよう、普段から心がけること 

etc... 

 

書き出すときりがないくらいのポイントをこれまでインタービューされた自身の

経験をもとに素材豊かにテンポよく話される上阪さん。 

 

こんなに長い時間でも、まったくあきるどころか、次はどんな話題が出て

くるのだろうとワクワク、グイグイとひきつけられました。 

 

最後に、上阪さんが目の前の仕事に一所懸命に取り組んだ結果、ご縁がつなが

り、本を出すきっかけになったこと、起きたことに意味がなかったことは一個も

ないという話、「ご縁を大事に」という言葉が印象的でした。 

 

私もこの音源に出会えたご縁に、感謝します。  

（Ｙ．Ｆ 様） 
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今後一年間、原稿で悩む時間が激減したと確信しております。  

このセミナー音源を聴かせて頂き、勉強になったのはさることながら、 

 

「話がとにかくおもしろい・・・！！」 

 

というのが、一番の感想です。（汗） 

 

もちろんセミナー音源なので書く力、聴く力を勉強させて頂くつもりで購入させ

て頂いたのですが、散りばめられたエピソードがどれも興味深く 

 

え。そうなの？！ 

 

まじで！！ 

 

実際に行きたい・・・！ 

 

そんなお話が盛りだくさんでした。 

９時間２分があっと言う間に過ぎていきました。 

 

そしてエピソードの１つの羽田空港の地下の話が気になって、気になって、つい

行ってしまいました（笑） 

 

書く力を聞かせて頂き兎にも角にも、コミュニケーション力が大事だということ

を痛感しました。読み手に伝えるにはどうしたらいいか？ 

 

目からうろこだったのは、 

 

「◯◯しないで書くこと。」 

 

えぇ！？そうなんですか！！！ずっとそこがんばっていたのに・・・ 

と、半ばショックを受けるような内容もありました。 

 

が、上阪さんがおっしゃるならその通りで間違いないと、すぐに自分の中で軌道

修正をしました。 
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４月から雑誌の連載を持つことになったのですが、実は結構、原稿が詰まってい

ました。 

このタイミングでセミナーの音声配信を購入できたことを本当に感謝していま

す。 

 

今後一年間、原稿で悩む時間が激減したと確信しております。 

そして、セミナーで学んだ事を活かしたおかげで、この感想も比較的スム

ーズに書くことが出来ました。（笑） 

 

セミナー音源ですので、上阪徹さまに直接お目にかかれなかったことは残念です

が、素晴らしいセミナーをありがとうございました！ 

 

最後になりましたが、このセミナーを開催してくださり、音源を販売してくださ

った鮒谷さま。いつもいつも、ありがとうございます！  

（有限会社日の出湯 取締役 田村 祐一 様） 
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上阪さんの音源も、学び＆行動のヒントが数多く、何度も繰り返し聴いて

います。  

鮒谷さま、はじめまして。 

このたびは音源の販売、ありがとうございます！ 

 

鮒谷さまの一連の営業を受けての購入、そして感想執筆までのプロセスを通し

て、 

 

「圧巻の価値をもつ素材を用意すること」 

「商品から無数の訴求ポイントを抽出し、剣豪の如くセールスすること」 

 

の必要性と効果を、臨場感をもって痛感しました。 

何か買い物したときに、自ずと（社交辞令などではなく、本心から） 

 

「ありがとうございます！」 

 

と言いたくなるのはこういうことか、ということも、まざまざと感じさせられた

次第です。 

 

上阪さんの音源も、学び＆行動のヒントが数多く、何度も繰り返し聴いて

います。 

 

この音源から、いま特に印象に残っているキーワードは３つ。 

 

「素材の重要さ」 

 

これまで、小手先の『書く』技術のことばかり考えていて、いかに中身に目を向

けていなかったことか...。結婚式のスピーチの話や、音源全体でいくつも提示く

ださった具体的なエピソードの臨場感などからも痛感させられました。 

 

「目的・意図をハッキリさせる」 

 

聞くこと・書くことに限らず、日々の一挙手一投足に至るまで、目的・意図をハ

ッキリさせて行動する（相手がいることなら、共有する）ことが重要だと学びま

した。 

早速、毎朝、１日のスケジュールを確認する時に、それぞれの目的・意図をチェ
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ックするようにしています。 

 

「ターゲットを設定し、変えていく」 

 

『プロ論。』連載で、多くの好評を得ていた理由として紹介されていたことです

が、これまで自分が書いてきたメルマガなどを振り返るに 

 

「なんとなくのターゲット像をもちつつ、１つの訴求ポイントだけを繰り返す竹

槍営業」 

 

だったなと猛省...。 

音源を聴いてから書いているメルマガは、具体的なターゲットを毎回設定しつ

つ、回ごとに変えるようにしてみています。 

 

これからもどうぞよろしくお願いいたします！  

（教育サービス業 Ｋ．Ｉ 様） 
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これからも、聴いて学んだことを実践して自分の物にしていきます。良い

音源をありがとうございました。  

上阪徹さんのセミナー音源を拝聴させて頂いて、【聞く力】早速、学ばせて頂

いたことを実践いたしました。 

 

あるメーカーのブリ—タ－と会う事になり、事前に、相手の情報を集め、不快感

を与えない服を選び、背伸びせず、感謝の気持ちで接することを意識し、質問も

事前に準備. 

当日、真中に 8 人掛けのテーブル、それを囲むように、壁一面に本がある部屋に

通されました。 

 

準備したネタから話を始めていくと、すんなりと打ち解け、本来、外部の人には

してはならない話までしてくださり、楽しい時間を過ごせました。 

 

話の途中で、立場が逆転した場面があり、それは、彼から言われた一言 

 

「そのような考え方は、私には思いもつかなかった」 

 

以後、私は、気持ちよく質問に答えておりました。やられました。 

話が楽しく進んだのは、部屋の空間が心地よかったからです。話しやすい空間、

雰囲気は大事ですね(音源で学んだこと） 

 

【書く力】 

 

・読んでもらえないことを前提に書く 

・形はどうであれ、読み手に伝わる文章を書く 

・事実のみを繋げて書く 

・目的を持って書く 

・読み手の相場観を考えながら書く 

 

学んだ事をすべてとはいきませんが、出張レポートは上記のことを考えながら作

成しました。 

 

昔、大手商社の人と何回か海外出張に行きましたが、彼の報告書は、いつもレポ

ート 1 枚、それで大丈夫ですかと彼に質問したら、 

 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

「1 枚ぐらいでないと読んでもらえないから」 

 

彼は、上司が出張内容を理解している事を前提に、結果や課題、解決など事実の

みをまとめるだけでした。彼は、先ほど上げたことを実行していたのです。ちな

みに、彼は、鮒谷さん、上阪さんの先輩です。 

 

これからも、聴いて学んだことを実践して自分の物にしていきます。良い

音源をありがとうございました。  

（Ｍ．Ｍ 様） 
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自分は、聞くことも書くこともなんと無造作にやっていたのかと一流のプ

ロの徹底した仕事の仕方意識の高さに圧倒させられどおしでした  

上阪様の「聞く力・書く力」の音源ありがとうございました 

 

密度の濃いお話で、9 時間があっという間でした。 

 

3000 人もの方のインタビュー記事を書いてきた上阪様だからこそ言える

聞き方、書き方についての様々なポイントを惜しげなく聞かせていただい

たことで今まで、いろいろなところで見聞きしてぼんやりとそうかなあと思って

いたことか、ギューッと集約して明確に言語化され、思ってもいなかった

気づきも（多くの人は文章を読みたくない、ふだんの会話こそきちんとす

る、等）本当にたくさんいただきました。 

 

ありがとうございます。 

 

自分は、聞くことも書くこともなんと無造作にやっていたのかと一流のプロの

徹底した仕事の仕方意識の高さに圧倒させられどおしでした 

 

上阪様がやっておられる次の３つはこれからのコミュニケーションで特に見習い

たいなと思いました。 

 

①感謝の気持ち 

 

話をしてくれる相手には、 

 

「お会いできて、お話を聞かせてもらえてよかった」と 

 

読者に対しては 

 

「貴重な時間を使って、読んでくれてありがとう」と 

 

感謝の気持ちをいつも持ち続ける。 

 

②目的意識 

 

インタビュー時には冒頭に相手に目的をはっきり伝えることでこちらの立ち位置
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もはっきりさせる。書く時には誰に読んでもらうかをきちんと考え、その人に向

けて記事を書く 

 

③素材 

 

人の話を聞く時には、事前に周到な準備をし自分の等身大の姿で気負わず臨み独

自の視点からの質問で話の内容を深堀していい素材になるようにし書く時は読者

の役に立つ内容になるよういい素材を集め、編集し、すっと理解できる読みやす

い文章にする 

 

また、トピックごとにとりあげられる、エピソードがあまりに面白く、上

阪様のすべての本を読みたくなりました 

 

浅田二郎さんの書斎や、都知事室の描写も上阪様の話を聞いているだけで、頭に

はっきりとした光景が浮かんできて具体的な描写とは、こういうことかと素晴ら

しいお手本を見せていただきました 

 

聞く、書くというのはふだんの生活で何十回も何百回もやることなのです

ぐに活用できそうなことも多くいろいろ取り入れて試してみます。 

心豊かな人生を歩むためにも聞き方、書き方を上達させたいと心から思い

ました 

 

今回の音源では聞き方、書き方のポイントはもちろんですが自分のためでなく、

人のために仕事をする目の前の仕事に一生懸命取り組む感謝の気持ちを忘れない

批判的な文章は書かず、人の役にたつ話を書くといった上阪様の、仕事に対する

姿勢、真摯な生き方について知ることができたことでふだんの自分の仕事への向

き合い方や自分は相手のこと、お客様に感謝の気持ちを持って仕事しているだろ

うか、と考えさせられました。 

 

素晴らしい音源をどうもありがとうございました。  

（Ｊ．Ｎ 様） 
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まるで、物語形式のビジネス書（の短編集）を聞いている感覚でした。  

大塚様 

スタッフの皆様 

 

目標の音源に引き続き、【上阪徹さん音源セット】も購入させていただきまし

た。会社員の限られたお小遣いで、、とぐるぐると買う買わないを回しました

が、目標のお話と並んで、コミュニケーションに関するもの（私の目標の一部も

担っている）ということもあり、結局購入してしまいました。 

 

これまでに購入させていただいた音源の内容を習慣化するべく日々、、といわず

に刻々と PDCA を回しております。 

 

以下、【上阪徹さん音源セット】を拝聴しての感想になります。 

 

家族、友人、仕事関係、、様々な人と日々コミュニケーションを行っており、自

分のあり方、やり方は正しいのか、を整理したく、またコミュニケーションは日

常であるがゆえに習慣化されているものであるためより高いレベルでの習慣とな

っていることが大切と思い今回購入しました。 

 

まだ一周しか拝聴していないのですが、好奇心をくすぐり、自分自信の振り

返りを促し、じゃあ、これからどうしていけばよいのか気づかせてくれ

る、といういいことだらけの音源でした。 

 

要点だけを抜き出してしまうとどこかの本に書かれていることが多い印象なので

すが、話として聞くことで、しっかりと突き刺さる感じがしています。 

まるで、物語形式のビジネス書（の短編集）を聞いている感覚でした。 

 

わかりやすくて、面白い、だから最後まで聞けて、何度聞いても新たな気

付きがあると感じています。（まだ一周なので） 

 

私は通勤電車の中で聞いているのですが、しっかり聞いて、自分へのフィードバ

ックを促したい内容ばかりでしたので、一度はちゃんとメモをとれる環境で聞き

たいと思います。 

 

特に印象的で、すぐに自分に取り込みたい、と思ったことを挙げます。 
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・よく見せようとしない。どうせバレる。 

 目的は、相手を知ること。自分を知らしめることではない。 

 

 →緊張するのはよく見せようとしているから。 

  実際はよく見せる前の自分なのだから、素の自分を出したほうがよい。 

  と思うと、気が楽になりました。 

 

・質問することは難しい。だから鍛えることが大切。 

 →今回のセミナーは音源化していただき、私も触れることができましたが、 

  通常はそのセミナーを受講できるのは一生で一回であることがほとんどと思

います。 

 

  であれば、そのセミナーから学べるものは絶対に学び切るのだ、の気持ちで

受講するのが大切ですし、そうしよう、と改めて思いました。 

  学ぶ気でいれば、疑問は必ず生じるものであると思いました。 

 

・日常が本番に出る 

 

 →日々の振る舞いが本番に出てしまう。日々実感しているところです。 

  妻を見ていても、会社の同僚を見ていても、自分自身を振り返ってみても。 

  日々すべてが人生の本番であると捉え直しても良いのでは、と思いました。 

  目的・目標にも関係しますが、意識せずとも意識されているレベルに昇華さ

せる必要があると感じました。 

 

何周も拝聴する予定ですが、新たな気付きが得られることが確実ですので

楽しみです。 

 

上阪さんのお話に触れたことで、目標を更新していくのもまた楽しみで

す。より臨場感をもたせ、意識を飛ばしやすくなる予感が今からしていま

す。 

 

この度もありがとうございました。  

（会社員 Ｍ．Ｙ 様） 
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やれ「コーチング」だの、「傾聴」だのと、難しい言葉ばかりに気をとら

れ、本当に大事なことに一切気付いていなかったことを痛感しました。  

実は今回のセミナーは「聞く」ということを学びたくて購入しました。 

 

今まで自分のコミュニキーションスキルには、さほど問題を感じていませんでし

た。 

それどころか、むしろ話し上手だとさえ思っていました。 

 

職業柄、お客様から意見を求められることが多く、自分なりの考えを述べていた

のですが、最近、どうも伝わっていないなと思うことが複数のお客様で、何度か

見受けられるようになりました。 

 

そこで色々と言葉を重ね、時にはキツイ指摘もし、先方に現実を認識し、改善し

ていただくよう働きかけ、最後は笑顔で明るい未来について語り、気持ちよくセ

ッションを終え、別れていました。私は。 

 

しかし、先方は違っていたようです。 

相変わらず問題点は解決されていないし、何より、それ以降、少し距離が出来て

しまったような気がし、「コーチング」ではないけれど、「全ての答えはあなた

の中にある」訳だから、聞く力を強化して、ご自身で問題点に気付いてもらい、

解決策を見つけてもらった方がいいのではないか、と考え始めました。 

 

そんなとき、「聞く力」「書く力」の音源が販売されたので、 

何かの参考になれば、と思い購入しました。 

 

音源から感じる「最初から最後まで貫かれた上阪さんの強いプロ意識」。 

プロであるからこその「誠実で謙虚な姿勢」。 

 

その音源を聞きながら、私は、お客様に対して、そして、何より自分に対しても

「自分を大きく見せよう」とし、「自分の言っていることが正しいのだと認めて

もらおう」としていたことに気付き、自分で自分が恥ずかしく、いたたまれない

思いになりました。 

 

自分はお客様の話を聞く際に、果たして「感謝」の念を持っていたか？ 

相手の存在を、その人なりの思いや哲学を尊重していただろうか？ 
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やれ「コーチング」だの、「傾聴」だのと、難しい言葉ばかりに気をとら

れ、本当に大事なことに一切気付いていなかったことを痛感しました。 

 

相手のタイプを見極め、相手のペースに合わせ、相手に気持ちよく話していただ

くこと。 

世間の相場感や、その業界の相場感、ひいては自分の相場をも把握した上でお話

をきくこと。 

 

上阪さんが意識していらっしゃる「聞く」態度の一つ一つが実に考えつく

されたものであることに、ある種、感動を覚えます。 

 

また書くという行為においても、 

 

「文章に 100 点はない、理解してもらえるか否かが重要」 

「何を書くかを自分本位で決めるべきではない」 

「読み手を強く意識すれば、何を書くかが見える」 

 

という上阪さんの信念は、前出の相手に対する深い「敬意」が下敷きになってい

て、自分の伝えたいことだけを暴力的に並べ立てていた自分を反省することしき

りでした。 

 

税理士業界は 10 年後にはなくなるのではないか、と言われています。 

その真偽のほどは定かではありませんが、かなり厳しい状況が待ち受けているの

は確かです。 

 

そんなときに大事になるのが「聞く力」と「書く力（話す力）」だと思っていま

す。 

今から意識できるところは繰り返し意識し、自分のスタイルを変えていきたいと

思っております。 

 

そのためにはこれから何度も音源を聞いて、心に刻みたいと思います。 

 

今回も素晴らしい音源をどうもありがとうございました。  

（税理士 Ｃ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

 

似た様なセミナーに行くくらいなら、自信をもってこちらをおすすめしま

すね。  

上阪さんのセミナーは参加したかったのですが予定が合わず見送っていたので、

音源の案内メールを受信したらすぐ購入しました。 

（正確には仕事を終えて会社を出た直後ですが。売り切れないか心配しながら） 

 

このテーマの講演で聞きたいことが章毎にすっきりと分けられており、しかも圧

倒的な実績からくる実例を混ぜて話をされるので非常に分かりやすく、か

つ説得力があり大いに勉強になりました。 

 

聞く場合にも書く場合にも、すぐに使えるスキル的なこともたくさんあるのです

が、スキル以前の徹底的に「相手のことを考える」ことが必要で、それがどうい

うことかという話が強く心に残り、これを自分に徹底させるには何回も聞いてい

かなければならないと思いました。 

  

自分はメーカの設計者ですが、設計の仕事にも色々活かせる気づきを得ましたの

で今後活用していこうと思います。特に放送作家やアート関係の人のアイデ

アの出し方は予想外だったのでぜひ試そうと。 

 

あと、敢えて残念な点をあげるなら、音声だけですので、手の上げ方とか対面の

座り方が 

想像しかできないことです。 

 

最後に、一流の人の 20 年以上の経験のエッセンスを得られ、しかも一生

使えるものですから随分と安い投資と個人的には思ってます。 

倍の価格で 10 年前の自分に聞かせられる、なんてことが叶うならすぐに

申し込むでしょう。 

似た様なセミナーに行くくらいなら、自信をもってこちらをおすすめしま

すね。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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今回も良質な学びを沢山いただき、ありがとうございました。  

鮒谷さん 

 

「聞くこと」「書くこと」に関して、以下の問題を感じていたので、音源を購入

いたしました。 

 

■「聞くこと」の問題 

人に会って話をする時に、会話が続かずに深堀できない。 

 

■「書くこと」の問題 

セールスレターやブログなどで、自分の伝えたいことがなかなか伝わらない 

 

他にも問題点はありますが、この 2 点が特に困っていました。 

これらを解決できるように、意識しながら音源を聞いたところ、いつも以

上に深い学びになりました。 

ありがとうございました！ 

 

では、具体的な感想です。 

 

■「聞くこと」の感想 

①事前準備の大切さ 

人と会って話を聞く時に、圧倒的に準備が足りてないと実感しました。 

SNS でその方の経歴を調べたり、著書を読んだり、どんなことを質問しようか

とぼんやり考えたり。 

あくまでこの程度のことしかしてませんでした。 

 

上阪さんの音源を聞いて反省＆反省です... 

ぼんやり考えている程度では、会話が途切れてしまい深堀していくのは難しいで

す。 

SNS での事前調査、著書を読むのは当然ですが、質問の事前準備が明らかに足

りてませんでした。 

 

相手のことを考えながら、どんなことに興味があるのか、どんなことを話したい

のかを想像します。そこから大質問を 5 個、枝葉の小質問をそれぞれ 3 個、相

手の答えやすさを意識しながら準備をしようと思います。 
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しっかりとした事前準備、相手に対する適切な興味、話したくなるような質問

（5W1H の特に why）をして、相手に気持ちよく話してもらえるようになれれ

ばと感じました。 

 

そして、、、 

全体を通して一番大切なことは、「相手を理解しようと徹すること」なんだとわ

かりました。明日から、話してくれている相手に健全な興味を持ちながら、話を

聞こうと思います！ 

 

②メモを取る 

人は忘れやすい生き物なので、メモを取らないと聞いた内容を忘れてしまいま

す。 

学びの復習のためにも、メモを取ることは必須だと思います。 

さらに、メモを取ることで、「あなたの話に興味があります」と伝えることがで

きます。 

「興味があること」が伝わると、話しやすい雰囲気を作ることもできます。 

 

と、私自身もよくメモを取るので、ここまでは意識してました。 

 

でも、 

ここからがすごいのです。 

 

相手の話の内容だけでもなく、自分が五感で感じたことまでメモを取るのだそう

です。 

 

社長室のどこがすごいのか？ 

どんな置物がある？ 

どんな香りがする？ 

 

この五感で感じたことを文章にすることで、臨場感が出てくるのだそうです。 

「確かに！おっしゃる通り！」と激しく腹落ちしました。 

 

相手の話を聞く際には、五感をフル活用しながら聞いていこうと思います。 

五感を使って話を聞いたことはありませんが、「五感を使って話を聞く」と意識

することで、より深く相手のことを理解できると感じました。 

 

■「書くこと」の感想 
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①目的、ターゲット、順番 

この文章はなんのために書いているのか、誰にどうしてもらいたくて書いている

のか。 

自分ではわかっていると思ってましたが、あまりできていないことに気づきまし

た。 

 

特にブログです。 

文章を書くことが目的になってました。 

「誰にどうしてもらいたいか」をぼんやりは考えていましたが、明確にはなって

ませんでした。これではアクセス数は増えるわけはありませんね。 

 

そして、どのような順番で文章にすれば相手に伝わるのか。 

今までは、あれこれ頭の中で考えて順番を決めてました。 

 

そうではなくて、「どの順番で話せば相手に伝わるか？」で順番を決めるそうで

す。 

目から鱗です！！！ 

 

話せば伝わるけど、文章にするのが苦手... 

と思っていたので、そのまま話すとおりに文章を書いていこうと思います。 

 

②形容詞は使わない 

振り返ってみると... 

形容詞は便利なので、形容詞に頼ることが多かったです。 

形容詞でまとめれば、なんとなく文が成り立つような感覚に陥ってました。 

完全に自分目線です。。。 

 

上阪さんの具体例ですと、 

×すごく寒い 

○温度計は零下 5℃を指している 

 

形容詞を使わずに、事実と数字で紡ぐと臨場感が湧き、伝わりやすくなります。 

なるほど。 

 

これからは「形容詞を使わない」ように意識していこうと思います。 

五感をフルに使ってネタ探しをして、具体的な事実、エピソード、数字、これら

を使っていこうと思います。文章はもちろん、話す際にも「形容詞禁止！」で伝

えていきます！ 
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今回も良質な学びを沢山いただき、ありがとうございました。 

ここに書いたのは、ほんの一例です。 

書きたいことが多すぎて、まだまだ書ききれません。 

 

大切なのは学んだことを、いかに実践するかです。 

学び塚にならぬよう、まずは上記のことを実践していきます！ 

 

以上となります。 

ありがとうございました！！！  

（システムエンジニア Ｒ．Ｙ 様） 
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「聞く力」「書く力」共に技術論に留まらず考え方や具体的な事例を交え

イメージしやすく腑に落ちることが多々ありました。  

鮒谷様 

大塚様 

 

お世話になっております。 

清元と申します。 

 

標題の通り感想を送付させて頂きます。 

 

まずは音源の販売ありがとうございました。 

 

間もなく独立を予定しており 

 

「聞く力」 

「話す力」 

 

この二つの力は必須だと考えメールでこの音源の案内を見てすぐ申込をさせて頂

きました。 

結論から申しますと購入して良かったと思っております。 

 

「聞く力」「書く力」共に技術論に留まらず考え方や具体的な事例を交え

イメージしやすく腑に落ちることが多々ありました。 

 

具体的には 

 

・何を話せばいいかわからない→聞かないとわからない→聞けばいい 

・アートディレクションの仕事は相手のニーズをどれだけ引き出せるか 

・聞くこと＝相手への関心のシグナル 

・人は忘れるからすぐにメモする 

・いろんなことに疑問や好奇心を持ち続ける 

・緊張する時は自分が良く思われたい時 

・お客さんのお客さんを満足させるために徹底的に聞く 

・どうしても聞かないといけない際には聞きづらそうに聞く 

・文章を書く＝読者に喜んでもらう 

・文章はツール。大事なのは中身。 
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・良い文章を定義しないといい文章は書けない 

・文章の目的・ゴールをはっきりさせるところから始める 

・読む人へのサービス心を考える 

・書けない＝素材がない or 素材がピックアップできていない 

・取材 7 割、文章 3 割 

 

等々・・ 

挙げ出したらキリがないほどです。 

 

特に聞く・書く共に事前準備の重要性を説かれているところが印象的です。 

たしかに、聞くということは相手から引き出す作業であり、書くことは自分の中

の情報を取りまとめ外部へ出す作業です。 

 

そのため、相手の方から何を引き出すのか予め方向性を決めておく必要があり、

何を書くのか決めそれをどの順番で連ねていくのか決めておく必要があります。 

 

それにも関わらず素人の私が事前準備を軽んじて面談の場に付き当然のように痛

い目を見ることが多々ありました。プロでも事前準備を行っているのに・・ 

 

音源を聞きながら学びつつ猛省を致しました。 

今後は、アウトプットを意識した事前準備をこれでもかというほど行い、そのう

えでその時々の素直な感情に合わせ聞く・書くという行為を行うようにしようと

思いました。 

 

最後に、改めまして今回のお話を音源という形でご提供頂きましてありがとうご

ざいました。 

 

繰り返し聞き返し自分の血肉となるよう学び続けていきたいと思います。  

（Ｋ．Ｋ 様） 
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表現力こそ書く力のすべてだと勘違いしていましたが、大きく意識が変わ

りました。  

鮒谷 様 

 

今回「も」、 

 

最高級のプロフェッショナルからの学びの機会を提供頂き、ありがとうござ

いました。 

目標設定音源を聞く中で改めて感じた「言葉の力」への興味。 

 

それに突き動かされ、未来のありたい姿に思いをはせたとき、考えうる最高の自

分の姿を考える中で浮かんできた目標は、 

 

"抽象的な「言葉」を介して、常人では補足できないファクトを抽出し、 そこか

ら湧き上がる感動を、いままでにないものと組合せることで、イノベーティブな

発想を、無限に生み出し続ける存在であること" 

 

という、何とも小っ恥ずかしい目標。だからでしょうか。 

 

上阪さんの音源発売を知ったとき、「これは買わねば」と直感で即決してい

る自分がいました。 

 

第 2 章まではよく聞く話も多く感じましたが、（＊実践できているかは別です

が...汗） 

第 3 章以降はインタビューこぼれ話もふんだんに盛り込まれ、聞きながら頭の中

で日頃の会話や、商談のシーンが呼び起され、 

 

「過去の失敗談の反省メモ」 

 

をノートのわきに次々と書き留めている自分がいました。 

 

数多くのテクニックが惜しげもなく公開された贅沢な時間。 

ドキッとするような「聞く」「書く」のタブーもわんさか。 

表現力こそ書く力のすべてだと勘違いしていましたが、大きく意識が変わ

りました。 
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テクニックの習得に腐心するようでは、まったくダメ。 

目的意識が技巧に走ってしまうから。 

 

むしろ、「書く」価値・読む価値があるものを感じ取る感性を育み、その上で、

テクニックを活用しながら話を「聞く」ことで、表現に頼らない良質なコンテン

ツを手にすることができる。 

 

その感性こそが、「相場観」。 

 

読む相手の相場観に意識を向けることで、世の中のすべてが学びの対象に

なるのではないか...視点の広がりを感じます。 

骨太の心構えを言葉として実装できたことが何よりの収穫。 

 

言葉の力を改めて実感。 

同時に、肩の力が抜けた感覚もあります。 

 

それは、濃密な言葉に、9 時間分の音源と手書きで残したメモが格納されたこと

で、ごちゃごちゃしていた頭の中の断捨離ができたから、なのだろうと解釈して

います。 

こうした振り返りの時間を確保したからこそ、こうした学びをまた一つ取り込む

ことができました。 

 

今回も素敵な学習機会を頂きありがとうございました。  

（Ｙ．Ｈ 様） 
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繰り返し音声を聞くことで、聞く力と書く力を身に着けたらもはや敵なし

の状態になれるのではと思っています。  

今回上阪さんの音源を購入させていただいたのは日頃ブログを通じて、お客さま

からご予約をいただくためどのように文章を書いたら良いのか、どのようにした

ら、想いが伝わる文章を書けるのかが知りたかったからです。 

 

そのため断然「書き方」の方に興味があったのですが、実際に音声を聞いてみる

と、書く力のためにこそ「聞く力」が大切なのだ！とわかったことが、一

番大きな学びでした。 

 

「聞くこと」も「書くこと」も、人とのコミュニケーションなのだから、まずは

「聞く」。 

どのように聞いたら、相手が喜んで話をしてくれるのか。 

聞くことによってしか、相手の本当のニーズはわからない。 

しかしそこがわかってしまえば、ニーズに合わせて伝えることができる。 

 

人を思いやる気持ち、話を聞かせてもらうという謙虚な姿勢が「聞く力」

となり、話すこともうまくなる。そんな上昇スパイラルに乗っていける大

元が「聞く力」でした。 

 

続いての「書き方」では、上阪さんのご経験に基づくたくさんの秘密を非常にわ

かりやすく説明してくださり 

 

「文章を書くって、そういうことだったのか！」 

 

と数えきれないほどの驚きと発見の宝庫でした。（それに気が付けたのも、「聞

く力」のすごさがわかったからこそでもありました） 

 

「こんな風に書けって、誰にも教わらないよね。だから書けないんだよ」 

 

という言葉に安心しながらもこんなにすごい武器を手に入れてしまったのだから

もう書くしかありません。 

 

例え話を交え、小気味よく話される上阪さんの言葉はすとんと身体の中に入って

きます。 

繰り返し音声を聞くことで、聞く力と書く力を身に着けたらもはや敵なし
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の状態になれるのではと思っています。 

 

ビジネスをする上で、非常に大切なスキルを惜しげもなく教えてくださっ

た上阪さんとその貴重な音源の門戸を広げてくださった鮒谷さんに心から

お礼を申し上げます。 

 

ありがとうございました。  

（ネイリスト Ｎ．Ｓ 様） 
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セミナーの案内を見て興味を持っていたのですが、参加できず、残念に思

っていました。 

そんなセミナーを何度も聞くことができることはとてもありがたいです。  

この度は、貴重な音源を商品化してくださってありがとうございます。 

 

セミナーの案内を見て興味を持っていたのですが、参加できず、残念に思

っていました。 

そんなセミナーを何度も聞くことができることはとてもありがたいです。 

 

「聞く力」では、上阪さんの、相手のことを考え、相手が気持ちよく話せるよう

な細部への気遣いを学びました。 

 

例えば、インタビューに行く際の服装、時間より早めに行って身だしなみを整え

ることです。加えて、目の前のことに一生懸命取り組むことなどは聞く力、書く

力以前の社会人としての基本的な在り方だと思いました。 

                       

「書く力」では、自分がブログをなかなか書けずにいるという悩みがあったので

すが、具体的な書き方として 

 

・形容詞を使わずに事実を書く 

・数字を使う 

・話すように書く 

・たった一人のために書く 

 

そして、ふだんからのネタ集めとして 

 

・五感で感じたことをメモすること 

・良質な文章を数多く読む 

・周囲全体に気を配る（周りはネタだらけ） 

 

を実践したいと思います。  

（コーチ Ｍ．Ｋ 様） 
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今日から、音声をお聞きして学んだ一定のフォーマットを下地に、アウト

プット・実践の場を頑張って作って PDCA を回して参りたいと思いま

す。  

正直、恥ずかしながらまだ全てを消化しきれておりません...、 

が、頭の整理にもなると思い、簡単ではありますが、全体の感想を申し上げま

す。 

 

コミュニケーション方法は、一生ものの能力と捉え、過去から関心が強く、それ

なりにお金も投じて参りました。従って、今回音声をお聞きしてまず感じたの

は、総じて、過去どこかで見聞きしたことのあるポイントだな、というのが第一

印象です 

（もしかすると上阪さんの著書も拝読していたかもしれません！）。 

 

しかし、それが頭に残りやすいなぁと感じたのは、それらコミュニケーショ

ンの方程式といえるものを、まさに「聞く」「書く」の仕事であるインタ

ビューにおいて実践を重ね、研ぎ澄まされてきた上阪さんご自身のご経験

に基づいた言葉で語られていたからだなと、と思います。 

 

ある一定のフォーマット・ルールの上に積み上げられた具体的経験の繰り返し、

この PDCA こそ、能力を伸ばす、鮒谷さんもいつも仰っていることだな、と音

声を聞きながら思い出した次第です。今日から、音声をお聞きして学んだ一

定のフォーマットを下地に、アウトプット・実践の場を頑張って作って

PDCA を回して参りたいと思います。 

 

最後に、最近子供を授かりついに父親となった為、親としてどういう教育をすべ

きか、に関心が強い今日この頃ですが、少なくとも、世代を超えた様々な人との

交流の場を子供には積極的に提供しよう、と強く決意致しました！笑  

（吉田 政貴 様） 
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やる気があれば誰でも再現可能なレベルまで分かりやすく、具体的に、イ

ンタビューの際によく使うセリフ一つ一つのレベルまで解説してくださる

ので、これは、書く仕事をされる方だけでなく、営業やマーケティング、

企画、サポート、夫婦や家族間のコミュニケーションにも応用できる、珠

玉のノウハウだと思いました。  

今回の上阪さんのセミナー、予想を遥かに上回る内容に驚きました。 

 

まず、レジュメを見て驚愕（笑） 

「うまくいくコツ」や「秘訣」の言語化レベルが圧倒的に高く、広範囲に

及ぶことに度肝を抜かれました。 

さすが、稀代の執筆家。 

 

人の話を聞く前の準備から、当日の心の置き所、目線の置き所、脱線した時の制

御方法、具体的な質問方法、タイプ別の難しい人への対処法など、間違いな

く、インタビューに関して日本随一のノウハウがこの音源に凝縮している

なぁと感動しました。 

 

「それは熟練の上阪さんだからできるんじゃ・・・」 

 

と言われる抽象的なノウハウではなく、やる気があれば誰でも再現可能なレ

ベルまで分かりやすく、具体的に、インタビューの際によく使うセリフ一

つ一つのレベルまで解説してくださるので、これは、書く仕事をされる方

だけでなく、営業やマーケティング、企画、サポート、夫婦や家族間のコ

ミュニケーションにも応用できる、珠玉のノウハウだと思いました。 

しかも、上阪さんのお話が軽妙洒脱で心地よく、聞いている時間が、まる

で小話を聞いているようで、とても心地いいものでした。 

思わず吹き出したことも数知れず、です（笑） 

 

これからの人生で、何度でも何度でも、繰り返し聞いて、豊かな人生を歩

んでいきたいと思います。 

今回は素晴らしい企画をありがとうございました。  

（Ｋ 様） 
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私も真似出来るところからすぐに実行した所、話が盛り上がって前向きな

意見が出たり、苦手な人とも話しやすくなりました。  

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

「上阪徹さんセミナー音源セット」を購入させて頂きました、F です。 

 

この度は素晴らしい音源を販売して頂き、本当にありがとうございます。 

 

「聞く・書く」を学びたいと思い、音源を購入させて頂きました。 

 

「聞く・書く」を学ぶ時は、ともすれば安易なテクニックに流れがちですが、上

阪さんの音源は、 

 

・なぜ書くのか、 

・誰に向けて書くのか、 

・その為には誰にどの様な姿勢で何を聞き、どう書くのか、 

 

など、まずは目的や姿勢が重要であり、そこから無数の技術が生まれてく

るという、本質を掴んだ素晴らしい音源でした。 

 

音源のタイトルが「聞く技術・書く技術」ではなく、「聞く力・書く力」となっ

ていた意味が分かりました。力強いです。 

 

上阪さんが長年御経験されて掴んだ技術も惜しみなく披露されており、 

 

・口数が少ない方からお話しを聞く方法 

・話が脱線して来た時の、話を戻す方法 

・スラスラ書く方法 

 

などなど、実例や体験談を次から次にお話されており、数多くの実践を積

み重ねて来られた凄みを感じました。 

 

また、「聞く力・書く力」を 

 

・アイデアを出す方法 
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・悩みを解消する方法 

・相手の気付きを引き出す方法、コーチング 

 

など、様々な事に応用をされていたのには唸りました。 

 

音源終盤の、上阪さんの仕事の繋がり方や遍歴は圧巻でした。 

我を捨てて、誰かの幸せのために目的を持って仕事をし、自然体で相手に接して

御縁を大切にしていけば、周りの人からオファーが殺到して「凄良い人」に

なっていくという蛹から蝶になる過程が分かりました。 

 

この事は、常々鮒谷さんも実践されている事だと気付き、本物は本物と相

通じていると感嘆しました。 

 

私も、真似出来るところからすぐに実行した所、話が盛り上がって前向き

な意見が出たり、苦手な人とも話しやすくなりました。 

 

この音源は、「仕事力」や「生きる力」など様々なタイトルに言い換える事が出

来そうです。私もどんどん応用していきたいと思います。 

 

この度は貴重な音源、本当にありがとうございます。 

今後とも宜しくお願い申し上げます。  

（メーカー勤務 Ｋ．Ｆ 様） 
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全体を通して,読者やお客さんの事を一番に考えていることが感じられまし

た。  

聞く力&書く力 

 

感謝の心を持つ 

ガツガツした自分を捨てた途端に人生が好転したといった話 

読者のため、お客さんのためとの意識を持つことが大切 

自分を大きく見せる必要もない 

 

といった話が特に印象に残りました。 

 

全体を通して,読者やお客さんの事を一番に考えていることが感じられまし

た。 

それは、そのまま、セミナー参加者や音源購入者のことを一番に考えているのだ

と思いました。  

（Ｔ．Ｉ 様） 
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この「大切なのは、文章力などではなく、中身。」という１点を深く教わ

ることができただけでも十分元が取れたと確信しています。  

私が今回、こちらの音源を購入させていただいたのは、私自身、日本語教師や日

本語教師を目指す方に向け平日日刊でメルマガを配信しており、 

 

「もっと読者の心を震わす文章作成の技術を身につけたい。」 

「もっと日本語教育の魅力を読者の方々に伝えたい。」 

 

という思いがありながら、一方で、満足できるほどの効果的、魅力的な文章をコ

ンスタントに書けない、さらには、作成そのものに多大な時間がかかってしまう

という現実、自分の能力の限界というものを何とか突破したいという思いがあっ

たからでした。 

しかしながら、その考え自体が実に浅はかであったことか。 

 

「大切なのは、文章力などではなく、中身。」 

 

と喝破する上阪氏の言葉に、頭から冷水を浴びせられたような衝撃を覚えたと同

時に（あくまでも、いい意味で。）目先の結果を求めるあまり、見失いそうにな

っていたコミュニケーションの本質を思い出させていただいたことに、感謝の気

持ちを抱かずにはいられませんでした。 

 

9 時間にも及ぶ長い音源の中で、学んだことは数知れませんし、また、1

度ならず何度も繰り返し聞いてその学びを身体知化しないともったいない

価値の高い音源ではありますが、（もちろんそうするつもりです。）この「大

切なのは、文章力などではなく、中身。」という１点を深く教わることが

できただけでも十分元が取れたと確信しています。 

なぜなら、９時間もの長い間、飽きることなく聞き続けることができたの

も、上阪氏の語り口調の心地よさもさることがながら、徹頭徹尾、「中

身」がおもしろかったからです。 

今後は、今まで以上に「おもしろい中身」にこだわってメルマガを配信していき

たいと思います。  

（篠崎大司 様） 
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私も常々、人と話しをする際や、何かを書く際に、相手の立場や気持ちを

考えることを意識しておりましたが、具体的なテクニックや、気を付けな

ければならないことなど、この音源の中で多くのヒントが語られておりま

したので、今後の私生活及び仕事の中で活かしていきたいと感じました。  

鮒谷さま 

いつも大変お世話になっております。 

 

この度は貴重な音源を販売くださり、誠にありがとうござます。 

私としては、このセミナ—に是非とも参加させていただきたかったので販

売された直後に即購入させていただきました。 

 

上阪さんセミナー音源を拝承した感想ですが、特に印象に残ったのは上阪さんの

相手の立場に立つという姿勢です。 

聞く力編、書く力編の双方において相手の立場や気持ちを考えるというフレーズ

が語られており、上阪さんがそのことを常に意識して話す、または書く事を考え

て、実践されておられることが随所に感じられました。 

 

私も常々、人と話しをする際や、何かを書く際に、相手の立場や気持ち考えるこ

とを意識しておりましたが、具体的なテクニックや、気を付けなければなら

ないことなど、この音源の中で多くのヒントが語られておりましたので、

今後の私生活及び仕事の中で活かしていきたいと感じました。 

 

まだまだ修行が足りてませんね！もっと精進致します！ 

この度は誠にありがとうございました！！ 

 

PS.音源も非常に勉強になり有難いのですが、(年間プログラムで吉田さんもお話

されておりましたが)やはり足を運んでその場に行く事に勝るものは無い

と、諸々鮒谷さんのセミナーやコンサルなど受けさせて頂いた身としては

感じております。音源を聞かれ、間違い無いと思われた方には、是非とも

個別コンサル等で圧倒的迫力、圧巻の生鮒谷さんを全身で感じて頂く事を

強くお勧め致します！！！  

（西方 良之 様） 
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今回の上阪さんのお話は特に文章を書く仕事をされている方にとって即効

性のある実践的な内容であると感じました。  

この度は上阪徹さんのお話の音源を発売してくださりありがとうございました。 

 

私は弁護士という職業柄、文章を書く機会が多く、非常に実用的なものと

して聞かせて頂きました。 

 

長時間のお話の中で様々に役立つ情報が盛り込まれていたものと感じましたが、

特に印象に残ったのは、 

 

「書くということの前提には聞くということが存在する」 

「文章は読み手が求めていることに合致していれば体裁にこだわる必要はない」 

「書き手が物事を十分に理解していれば読み手はわかりやすいもの感じる」 

 

という 3 点でした。 

 

これらのことを改めて教わると、日々の弁護士業務においても相当共通項が多い

ことに気づきました。 

 

まず、 

 

「書くということの前提には聞くということが存在する」 

 

という点について、上阪さんがいかに取材に重きを置き、会話の中から情報を引

き出すことを重視しているのかということがお話の端々から感じ取れました。 

 

これは弁護士業務であれば、取材は依頼者からの聞き取りに相当し、会話の中の

情報としては依頼者が認識している「事実」について 5W1H を漏らさずに聞き

出すことの重要性に相当します。 

 

いくら依頼者の感情に共感していても、それだけでいい書面が書けるはずもない

のであり、事実の重要性については取材記事においても裁判所に提出する準備書

面でも同じであると感じました。 

 

次に、 
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「文章は読み手が求めていることに合致していれば体裁にこだわる必要はない」 

 

という点です。 

 

上阪さんはお話のなかで「相場観」という言葉を多用しておられましたが、これ

についてはいままでの作家、ライターと呼ばれる方のイメージが変わりました。 

私の作家、ライターに対するイメージとしては（失礼な言い方ですが）、作品や

記事が当たったら儲けもの、という感じで自らの信念に基づいて文章を作成して

いるというものでした。 

 

しかし上阪さんのお話を聞いて、非常に緻密に読者ニーズを考えていらっしゃる

と感じ、これまでの作家、ライターに対するイメージが大きく変わりました。 

 

弁護士業務に当てはめてみれば、裁判所に対して提出するお堅い法律的な文章

と、依頼者に対して提出する平易な説明文章との使い分けがこれにあたるように

思いました。 

特に依頼者から見ると「弁護士は何をやっているのかよくわからない。」という

声を受けることが多くありましたが、その背景には読者ニーズをきちんととらえ

られていなかったということで整理できることに気付かせて頂きました。 

 

3 点目として 

 

「書き手が物事を十分に理解していれば読み手はわかりやすいもの感じる」 

 

という点ですが、私は上阪さんのお話にもあったように、作家やライターは書く

能力が高いからいい文章が書けるのだとの思い込みがあったのですが、そうでは

ないことを知りました。作家やライターの能力は（もちろん書く力もあると思い

ますが）、本来的に情報を収集し、理解し、再構成する能力にあることがわかり

ました。 

 

弁護士業務においても、相手方からわかりにくい主張が出てくるときや、逆にこ

ちらの主張がまとめにくいと感じることが往々にしてあるのですが、それは実は

弁護士の書く力に起因するものではなく、事実関係の把握が未熟なことに原因が

あったのではないかと考えるようになりました。 

 

いずれにしても情報収集とアウトプットが表裏一体のものであるということ

への意識が強まり、今後の業務において実践的に使っていけるものと思い

ました。 
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今回の上阪さんのお話は特に文章を書く仕事をされている方にとって即効

性のある実践的な内容であると感じました。 

 

しかし、日ごろあまり文章を書かれない方にとって無益なものであるかというと

全くそうではなく、人とのコミュニケーションを取る機会がある以上は、そ

れが文章という形をとるのか話（バーバルコミュニケーション）という形

をとるかの違いだけであり、根本的な部分では大いに気付かされることが

あるのではないかと思いました。 

 

今後もためになるコンテンツのリリースを期待しております。 

 

今後ともよろしくお願い申し上げます。  

（アンサーズ法律事務所 弁護士 荒木俊和 様） 
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具体的「わかる」学びの面白さを実感できました。 

感動し、膝を打ち、ビジネスにおいても視界が更に広がりました。  

まず鮒谷さん、上阪さんはじめ一流の人とは、刻々と変わっていく自身を取り巻

く環境や他人の言動、世相に一喜一憂しないマイルールをしっかり持っているこ

とを再認識しました。故に、言葉に説得力がありますし、その言葉に裏打ちされ

た結果が更に素直に学べる姿勢になります。たくさんの学びがありましたが、そ

の中で「形容詞」を使わない、「形容詞」は相手が感じるもの（もらうもの）！ 

 

まさにその通りであり、私の今までのキャリアに於いて「感性」や「会話のセン

ス」という抽象的な捉え方で終わりにしており、具体的に研究や勉強などしてお

りませんでした。 

 

具体的「わかる」学びの面白さを実感できました。 

感動し、膝を打ち、ビジネスにおいても視界が更に広がりました。 

 

最後に、これで３回目の感想文になりますが、総じて気付いたことがあります。 

それは色々な方の感想文を読んでいると、その感想文で自分の未熟さに気

づくことが多々あります（汗） 

 

なぜ他の人が気付くことを自分はフックが掛からずに聞き流していたのであろ

う？とか、同じ場面の感想が私と全く違う気付きになっている（汗汗） 

 

感想文で更に学びです！ 

 

鮒谷さんのセミナーを通してまだ見ぬ仲間（学びの同志・笑）と、いつの

間にか切磋琢磨（勝手に）している自分がいます。 

鮒谷さんのセミナーは私にとっては、ある意味、触媒です。 

これからもメルマガ、セミナー、そして感想文を通してどんどん化学変化

を起こしていきたいと思います。 

 

貴重な音源セミナー有難うございました。  

（建設業 Ｋ．Ｍ 様） 
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いつも鮒谷さんが「その道の一線級から学ぶこと」を是とされている通

り、あのルーズな出版業界で一度も締切を破ったことがないという偉業を

成し遂げている上阪さんに学ぶ機会を得られたことは、僥倖でした。  

今回「噂の」上阪さんの生声を初めて聞くことができるということで、即断即決

で購入を決めました。 

 

出版が決まってはいるものの遅々として進まない自分にイライラしつつ、藁をも

すがる思いで、何か打開策がないかと思い、購入に至った次第です。 

いつも鮒谷さんが「その道の一線級から学ぶこと」を是とされている通

り、あのルーズな出版業界で一度も締切を破ったことがないという偉業を

成し遂げている上阪さんに学ぶ機会を得られたことは、僥倖でした。 

 

正直な感想として、特に「聞く力編」に関して言えば、「俺は間違ってなかっ

た！」と叫びたい思いでした。 

 

生命保険という形がなく試食もできない商品を販売し続けるなかで、上阪さんほ

どの一流の方が気をつけていることの９０％以上を、自分も強く意識し、そして

実践してきたということが確認できたのは、大きな発見です。 

 

私が「何気ない」、「地味な」、「でも結構大事な」と考えているツボやコツや

タブーについて、上阪さんですら留意しているという事実がとても嬉しかったで

す。 

生命保険マンとしてお客様のヒアリングに力を尽くしてきた１０年間は、いまま

で以上に誇りに思えそうです。 

 

一方の「書く力編」に関しては、全然ダメでした。 

あーこういう基本的なことを知らないから、筆が遅々として進まないのだなと、

痛感させられた思いです。 

具体的にはほとんどの物書きを「ノリ」と「テンション」で行ってきたのです

が、それはブログやメルマガを書いているだけでは大して副作用もありませんで

した。 

 

が、いざ出版するための原稿を書き始めると、守らなければならないルールに辟

易し、普段あまり意識することのないど素人目線を気にし過ぎ、売りたい文章で

はなく売れる文章を書くことに対するストレスから来る締切を無視するなど、な

かなか安定したパフォーマンスを出せず苦労していました。 
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とはいえ、別にウルトラ C があるわけではなく、「聞く力編」と同様、基本の

積み重ねに過ぎないということを、上阪さんの音声から学ぶことができま

した。 

要は原理原則、本当にこれしかないということです。 

 

基本が出来ていないことについては、少し追い込まれるとすぐにノリやテンショ

ンに頼ってしまうのですが、そういうときこそ原理原則という、普段自分が人に

言っているルールを自分が文筆時には最も守っていないということに気づかされ

ました。 

 

この音声を購入したからには、３月中に原稿をかきあげ、５月までに出版するこ

とをコミットしようと思います。 

このたびはありがとうございました。  

（赤羽 恵太 様） 
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今回の音源からたくさんのことを学びました。  

上阪様 

鮒谷様 

大塚様 

 

この度は貴重なお話を聴かせていただき、ありがとうございます。 

心より感謝申し上げます。 

 

「聞く」「書く」この両方を行う機会が多いにも関わらず、まさにコミュニケー

ションに難ありの私は、鮒谷さんのメルマガを 2 月 11 日に拝見し、すぐにクリ

ック致しました。 

ところが、24 日現在、情けないことに、「書く力」を 1 時間 40 分ほど残して

おります。 

今晩で 2 週間になりますので、今日、明日の 2 回に分けて感想を送ることにさ

せていただきます。 

 

感想を書くにあたって、5W1H を意識することにしました。 

いつ、どこで、は最後に書くとして、誰に、なぜ、何を、どのように書くかを決

めました。 

 

以下、3Ｗ1Ｈ 

①誰に：上阪様、鮒谷様 

 

②なぜ：求められているから（汗）失礼... 

②なぜ：自分の学びのため、お二人への感謝のため 

→書くためには音源を注意深く聞く。 

記録したメモを整理しないとまとまらない。 

内容のほとんどは上阪さんの話されたことなので、 

それを羅列してもあまり価値はない。 

自身の気づきや決意を書くことの方が両者のためになるのではないか。 

いつも鮒谷様が仰っていることですが。 

 

③何を：知っていても日頃実践していないことで、かつ重要なこと 

→日ごろ、実践していることを書いてもあまり意味がない 

③何を：目からウロコの話 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

→これもメモの言葉を反復するだけなら価値が高くない。 

 

④どのように：どう実践するのかを記す 

→深掘りする意味でも上阪さんに質問するか、 

自分自身で内容を確かめる意図で記した方が良いだろう。 

→行動を変える。 

行動改革（計画）を文字化する。 

 

以下、感想文ならぬ、感想メモを記します。 

 

・聞いたことが面白いか否か気づく力、見極める力が必要 

→強く強く学ぶ姿勢を意識する。 

携帯にメモしたことを、毎週、土曜日に手帳にまとめ、次の具体的な行動計画に

落とし毎晩、確認する 

 

・人は話したい生き物、話した後は高揚感のある表情をする 

→相手を注意深く観察する。 

年下でも年上でも「教えて欲しい」という姿勢で聴く。 

飲み会でも自分の話より相手の話しを引き出すことを意識する。 

 

・適度に視線を外す、見る場所を３つ決めておく 

→今まで、相手の目を見続ける方がよいと思っていた。 

すぐに実践して、うまくいった...気がする。 

 

・お客さんのお客さんにサービスをする 

→分かっていたつもりだったが抜けている時が多い。 

意識すれば、相手は想像できる。 

明日、会うであろうお客様のお客様をメモしておく。 

改めて、部下同僚にも伝える。 

 

・ＷＨＹで聞け 

→優れた方の質問はＷＨＹが多かったことが鮮明にイメージできた。 

ＷＨＹの質問を予め用意し、習慣化する。 

 

・課長と社長に出す資料は違う 

→今まで単に「良い」資料、文章にこだわっていた。 

読み手の立場、ニーズ、相場観を意識する。 

早速、自分も部下にも共有した。 
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・残念なメモにしない。光景、思ったことも書く 

→なるほど。すぐに実践。 

 

・相手を理解しようとしないとすぐにばれる 

→日ごろ会う方でも、今日の表情、しぐさ、言葉にも注意する。 

 

・日常生活が本番に出てしまう 

→まさに目からウロコ。 

今までの自身の行動を振り返り、理想の日常行動を書いた。 

そこに至るまでの変化のスケジュールを記し、実践中。 

 

・いい文章を定義せずにいい文章は作れない 

→これもまさに目からウロコ。 

気に入ったものをピックアップし、継続して読み、模倣から始める。 

これからもしばらく探し続ける。 

 

・特定の相手を決めると書きやすい 

→分かっていたつもり。 

今まで無意識に書いていたかもしれない。 

この感想文も意識が十分できているか、自分の相場観を意識できているのか考え

ながら書いている。 

・・・果たして、丁寧語を使わずに書いていてよいものか。 

 

・書き始めるまでに時間がかかる 

→いつ、書くのか、すぐ書くために、その一日の中で行動計画に落とす。 

 

・なかなか書けないのは素材がピックアップ出来ていない、足りない 

→痛感していたので、まさに腹落ち。 

聴く機会、姿勢、好奇心、メモしたことを実践。 

 

・ものすごく粗いものを一気に書いてしまう 

→この感想文でも実践。 

過去、それでもうまく書けなかったことがある。 

それは素材のピックアップが甘かったのが一番の要因。 

また、書く目的が異なっていたからか～これは明日の感想文に記す。 

 

・相場観を知るために雑誌売り場に行く 
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→目からウロコ。 

今まで世の中に溢れる情報におぼれないようにあえて避けていた。 

もしくは自身を発奮させるために通っていた。 

これは、ほぼ毎日実践。 

 

「書く力」2：56：29 で一旦停止。 

 

⑤いつ： 

まとまりのない感想メモになってしまいましたが、本日はここまでに致します。 

11 日に飛びついて購入した時は、情けないことに感想文を送ることが必須にな

っている部分を読み飛ばしておりました。 

13 日になって、ダウンロードした際、「感想文を送るのか」と気づく有様でし

た。 

 

仕事でほとんど時間がない二週間であったこともあり、上記に記したとおり、行

動計画として、聴く時間、書く時間を手帳にメモし、実践しましたが、全部、聴

き終わりませんでした。 

 

⑥どこ 

明日も休みではありませんが、仕事が終わった後に近くのカフェにて、明日中に

感想文を送ります。上阪様への質問（応えていただく意図ではなく）も考えてみ

ます。 

 

※翌日、続きのご感想を頂戴しました。 

 

以下、昨日の続きの感想メモです。 

 

参考になった箇所は数倍あるのですが、抜粋して幾つか。 

 

・自分にしか書けない一言、自分にしかメモ出来ない何かを用意出来るとベスト 

 

→まさに小説こそ、これが出来るツール。 

 

小説を読んでいただく価値が凝縮している部分。 

読者の方に親近感を持ってもらえるような場面を用意するためにも常に、意識

し、観察し、人の話を聴き、自分の中で熟成させる。 

 

・形容詞を使わなくなったら、事実を書くしかなくなる 
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→小説こそ、形容詞はいらない。 

 

読者の頭の中に形容詞が浮かぶように場面を描写するのが理想。 

このフレーズを聴いてから数時間。 

じわじわと響いています。でも、ゼロにするのは難しいだろうな。 

 

・同じ言葉の繰り返し、誤字脱字は致命傷 

 

→痛感しています。 

 

文章を寝かせて、いろんな角度からチェックします。 

この感想文は勢いで書いているので、危険ですが（笑） 

このカッコをつけた（笑）という表現、本当は嫌いです。 

 

・人を幸せにするために書いている、楽しませる、豊かにする、人の人生を明る

くするために書いている 

 

→心が震えました。 

 

・誰かの役に立つことを「仕事」という 

 

→名言です。 

 

今回の音源からたくさんのことを学びました。 

特に形容詞を使わないというのは目からウロコでした。 

いつの日か、小説家としてインタビューを受ける日がきたら、上阪さんから学ん

だことを語りたいと思っております。 

楽しみに待っていていただけたら幸せです。 

 

上阪さん、鮒谷さん、ありがとうございました。  

（Ｋ．Ｍ 様） 
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書く(話す)目的は何か、相手は誰かを意識することの大切さは当たり前の

ことですが、これまで実践されてきたからこその説得力のあるお話でし

た。  

音源を通じて一番に感じたのは、恥ずかしさでした。 

「聞く力」と「書く力」がテーマでしたが、「書く」ことは「話す」ことにも通

じると思いながら話を伺いました。今まで自分が完全にテクニックに走ってい

て、中身のない文章、プレゼンをしていたと身につまされました。 

 

書く(話す)目的は何か、相手は誰かを意識することの大切さは当たり前の

ことですが、これまで実践されてきたからこその説得力のあるお話でし

た。 

（この点は、鮒谷様の目標設定の音源でも同じように感じました） 

 

今後自分の改善を考えたときに、書く内容は事実のみで感想はいらない、形容詞

を使わずに語る、ということが最も参考になりました。 

これまでの自分はほぼ逆のことを行っていたような気がします。 

 

最後に、9 時間の音源でしたが、上阪様のお話が面白くまた聞きやすく、

長い、、、という印象は全くありませんでした。 

2 日間のセミナーを音源で聞くと途中で飽きるのではと思いましたが、全

くそのようなことはありませんでした。 

 

今回もお値段以上の価値を受け取ることできました。 

ありがとうございました。  

（Ｓ．Ｎ 様） 
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既に、何気なく行っていた会話に対する姿勢が、変容しつつあるのを感じ

ています。  

仕事に追われる日々を今年こそは変えたいと【目標設定放談会音源】を昨年の

12 月 23 日に購入し、腹落ちさせようと２ヵ月間、通勤時間に繰り返し

聴き続けてきました。（学びだけでなくモチベーションの回復にも効果的

で助けられています！） 

 

そろそろ【フォローアップ編】を購入したいと思っていたところに、【上阪徹さ

ん音源セット】の案内がありまして、鮒谷さんの 

 

「これを今買わずしてどうする！」 

 

というメッセージに抗えず、気づいたら購入していました。 

 

モニター特別価格で購入させていただいたのですが、通常版になったら倍の値段

になるのではと思っていましたし、実際、拝聴した後はその思いを強くしていま

す。 

 

音源の中で上阪さんは、日常の会話を目的意識をもって行うことが大切だとおっ

しゃっていました。そんなことには気づいてみてもいませんでしたが、言われて

みれば納得で、普段できていないことが特別なときにできるはずがありません。 

 

まずは、この音源で得た学びを体得することを目的に日常の会話を行って行きた

いと思います。（既に、何気なく行っていた会話に対する姿勢が、変容しつ

つあるのを感じています。） 

 

また、上阪さんも本を書かれるまでは言語化されていなかったとおっしゃってい

ましたが、鮒谷さんが言われる本物とはここまで意識的、無意識的に行っ

ているのだと驚きました。 

 

感想を書いている今まさに、自分の立てた目標を達成するために、一見関係ない

と思われる、むしろ無駄と思われる行動も、意識を変えれば目標に近づくための

行動にすることができるということに気づきました。 

 

これが感想を書く効果なんですね。 
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内容に触れることができず中途半端なところで終わってしまい大変申し訳ござい

ませんが、ここまでを感想として送付させていただきます。  

（エンジニア Ｈ．Ｋ 様） 
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聞くこと、書くことについての膨大な具体的な方法論に加えて、ご自身の

インタビュー経験から出される数多くの事例、聞いていて飽きる時間がな

かったという感じでした。  

上阪さんの音源、ぼくも聞いたりかいたりすることは、ライフワークでもあり、

気になりつつもなかなか手を出すまでに至りませんでした。というのは、結構な

時間お話されるということで、これを飽きずに聞ききることができるのか、とい

うことが不安だったからです。ですが、別の音源を購入した時の 3,000 円のク

ーポンが切れる、ということで、思い切ってエイッと購入しました。 

 

聞いてみて、上述の不安が杞憂だった、ということがわかりました。聞くこと、

書くことについての膨大な具体的な方法論に加えて、ご自身のインタビュ

ー経験から出される数多くの事例、聞いていて飽きる時間がなかったとい

う感じでした。 

 

とりあげていただいた事例としては、松平健さん（普段から将軍のようにふるま

うこと）、マイクロソフト（働き方改革）、カルビー（ダーツシステム、松本さ

ん）、稲盛さん（不遇でも前向きに働くべき）、ネスレのネスカフェアンバサダ

ー、孫さんと南部さん（夢と志の違い）、ライザップ（自分が経験したことがな

いことについて悪く言わない）、コンビニと留学生（日本の文化）、メルセデス

ベンツ（マーケティングと多岐にわたり）、その一つ一つが興味深いものでし

た。 

 

今回のセミナーに一貫して流れるテーマとしては、面白い文章を書くために必要

なのは、ネタであり書き方ではない。つまり、人は書き方によって興味を覚える

のではなく、その内容で面白く感じるかつまらなく感じるか、を決める。書き方

は話すようにわかりやすく素材を並べればいい、ということでした。また、興味

のあるネタを得るために、聞き方を工夫し、その人から素材を引き出す必要があ

る、ということです。聞くのが 7 割、書くのが 3 割くらい、を意識している、

ということです。そう聞けば、確かにそうですが、書いている身としてはどうし

ても書き方をいじりたくなってしまうので、これを胸に停めておくようにしま

す。 

 

あと印象に残ったこととしては、相場感。つまり、読み手がその文章に対してど

ういう相場感を持っているかで書き方が変わってくる。逆に、自分が読み手から

どういう風に思われているか、で、やはり書き方が変わる。この相場感を適切に

把握し、それに合わせて文章を書いていく必要がある。自分自身が文章を書く時
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には、相場感や読み手の属性はあまり気にしていなかったので、そういったこと

も勉強になりました。 

 

あとは、形容詞を使わないこと。例えば、～は面白い、～は感動した、～は寒

い、等々。形容詞は読み手に想起させる感情であり、文章に書くとその文章が退

屈になってしまう。そうではなく、その感情を起こすような事実を紡いでいく。

事実はエピソードであり、具体的な数値でもいい。例えば、寒い、ではなく、摂

氏－50 度、とか、「軒先につららが垂れ下がっている。」というような事実を

書くと、話し手の心に刺さる文章となるであろう。これも、確かに言われてみる

とそうで、結構、耳が痛い話ではあります。 

 

聞くことであれば、事前準備が結構大切。まず、相手のことをできる限り調べて

おく。そうして、質問を作る。その質問も大質問を５～６個つくり、その下に小

質問を５～６個作っておく。そして、大質問は全部聞くようにして、小質問はそ

の場の状況に応じて聞かなかったり聞いたりすると臨機応変に対応できるであろ

う。 

 

自分も聞くこと、書くことは多いので、この音源で学んだことを意識して、そう

いった力を付けていくようにします。  

（公認会計士 Ｋ．Ｆ 様） 
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自分の思考回路・意識を、正しいトレーニングで鍛え、良質なものにして

いくことが、これほど気持ちの良いものだとは知りませんでした。  

鮒谷さま 

（有限会社 セカンドステージのみなさま） 

 

いつも、メルマガを楽しく、刺激的に拝見しています。 

高橋 郁也（ふみや）と申します。 

 

今回、上阪徹さんのセミナー音源、購入させていただきました。 

我が家の財政は常に火の車ですが、この音源は、案内文章をみた瞬間にボタンを

押している。 

 

「お前はもう買っている」 

 

の初めての音源でした。 

 

届いた日から早速聞かせていただき、とりあえず、２回ほど聞きましたが、学べ

ることが出てくるわ出てくるわ。 

 

下手な本を買って、時間とお金を無駄にすることも少なくない中、 

 

これだけ密度のものが、この値段でいいのか！？ 

 

と一人浮かれておりました。 

 

印象に残った内容ですが、すべて書きますと尋常じゃない量になってしまうので

一部だけ・・・ 

 

【聞く力編】 

・人は話したい生物である。 

 

・ツッコミ好き？ツッコミ嫌い？ 

 

・９割は「あいさつ」で決まる。すべては見抜かれている。 

 

・なぜ緊張してしまうのか。スタンスを間違えない。 
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・共通の話題は探さない。未知なる世界に学びあり。 

 

・意識すべきは「お客さんのお客さん」 

 

・「相場感」を意識する。ピントはあっているか？ 

 

・世間のイメージは役立たず。 

 

・「相場感」をつかむために大切な異世代・異文化・異業種コミュニケーショ

ン。 

 

・チャンスをつかむのは話せる人ではなく「聞く人」 

 

【書く力編】 

・文章を台無しにする「手アカのついた言葉」 

 

・いい文章を書くために最適なトレーニングは、いい文章を「すり込む」こと。 

 

・文章を書くゴール＝読者の「読後感」をどうしたいか。 

 

・文章の「怖さ」を自覚する。 

 

・いい文章が書きたい・・・。いい文章を「定義する」。 

 

・文章を書きやすくする方法は、「読み手を明確にすること」。 

 

・スピード文章法＝素材文章法 とにかく「メモる」 

 

・空気を読むとは、他人からみた自分への相場感に応えること。 

 

・メモをとるのに大切なこと、それは「五感」を活用すること。 

 

・相手に伝わる究極の方法は「形容詞を使わないこと」 

 

などなど・・・。 

 

何度も何度もすり込んで、実践したいものばかりです。 
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また、音源を聞いたことにより、文章を書いている際に、 

 

相手に何を伝えたいか 

読者の読後感をどうしたいのか 

行替えはこれで問題ないか 

言葉はこれで問題ないか 

 

など、今まで文章を書いていて、考えたことのなかった問いが自分の中で

起きていました。 

これから、この音源に教えられていることを一つ一つ自らに仕込んでいく

つもりです。 

 

今まで、元を取る、という言葉は、投資した金額分のリターンを、金額で取り返

すことだと思っていましたがそれだけではないのですね。 

 

自分の思考回路・意識を、正しいトレーニングで鍛え、良質なものにして

いくことが、これほど気持ちの良いものだとは知りませんでした。 

そのことがおぼろげながらわかった今回の音源購入でした。 

 

本当にありがとうございました。 

 

長文失礼いたしました。 

 

そして、今後ともよろしくお願いいたします。  

（高橋 郁也 様） 
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音源の中で上阪さんも触れられておりますがまさに良質の学びに浸ってお

ります。  

セカンドステージ 鮒谷様、大塚様 

 

いつもお世話になっております。 

Ｋです。 

 

今回も沢山のブックマークがありました。 

ブックマークの一部を書かせていただきます。 

 

聞く編 

〇相手の興味があるものを聞けばいい。聞くことが大事。 

仕事が出来ることはよく聞く。 

 

〇（大企業の社長など）偉い人程謙虚。聞く姿勢を持って近づくこと。 

 

〇とにかく聞くことにこそ学びを得られる。 

 

〇成功の秘訣（ある社長さんの例）目上の人にかわいがってもらう事。 

 聞く姿勢を持っていること。 

 

〇アイデアは気を囚われている時に出てくる。 

 

〇立派な人ほど、自慢話をしない。大きく見せたりしない。 

 

〇映画でも何でも良質なものに触れることが大事。 

 何でもいいものではない。 

 

〇聞く姿勢を持った謙虚な人には必ずチャンスが来る。 

 

〇聞くことでしゃべるも上手くなる。 

 

〇だれでもすぐに答えられる質問から入る。 

 

〇向かい合うより隣に座る。 
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〇初めの挨拶はかなり重要。偉い人は見ている。 

 

書く編 

 

〇わかり易くすんなり入ってくる文章が大事。 

 

〇自分の書きたいこと＝読者の求める事、ではない。 

 

〇良質の週刊誌を継続的に読み続ける。 

 

〇文章の心得→読み手の立場に立つ。 

 文章は書き方では無く中身。 

 

〇うまく書く必要はない。うまく書こうとすれば余計にばれます。 

 理解してもらえたかが大事。 

 

〇日ごろからネタはストックしておく。 

 

〇絶対にやってはいけないのは起承転結。 

 読者に伝わればよい。 

 

〇文章は普通に話し言葉でも良い。 

 

〇文章は形容詞を使わないこと。 

 

などなど、今回も沢山の印象に残った学びがありました。 

 

上阪さんは非常に優しそうな方で尚且つ、この様なお仕事の為か非常に人に思い

やりを持って話している印象を受けました。 

 

聞く時、書く時の注意点の他に注目企業や高収益企業の話がありその理由も上阪

さんの視点から的確に述べております。 

 

なるほどなーと感心して聞いておりました。個人的にはライザップとカルビー

の話が印象に残っています。 

 

有名社長とのエピソードもふんだんに聞けてかなり楽しめました。 

やはり稲盛さんはかなり凄そうですね。稲盛さんのお言葉もかなり沁みました。 
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起業放談会の音源を買おうとしていたのですがこちらを優待価格締切間際に買わ

せていただきました。音源の中で上阪さんも触れられておりますがまさに良

質の学びに浸っております。 

 

これからブログを始めようと思っておりまので繰り返し聞き、存分に生かしたい

と思います。 

 

今回も良質な音源の提供ありがとうございました。 

聞き込んだ後にまた他の音源を買わせていただきます。  

（Ａ．Ｋ 様） 
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私は営業職であり、聞く・書くは、仕事に直結していること、今年は目標

達成のために 

セールスチラシを毎日１枚書くことを実施していますので、今回の講演

は、私にとってドンピシャのテーマでした。  

上阪徹さんの聞く力、書く力の講演を聞かせて頂いての感想をお送り致します。 

 

私は営業職であり、聞く・書くは、仕事に直結していること、今年は目標達

成のために 

セールスチラシを毎日１枚書くことを実施していますので、今回の講演は、私

にとってドンピシャのテーマでした。 

 

聞く力のお話は、全てがその通りと手を打つ内容で、自分が出来ていなか

ったことは、すぐに使わせて頂いています。 

 

しかし何と言っても聞く力の話の中で、一番ひらめきを得たのは、ライザップの

話でした。 

ライザップは、必ず結果が出る方法を、顧客に毎日確実に実行させて、結果にコ

ミットすることで、顧客満足が高くリピート率 70％、紹介が 30％、売上

1000 億円との具体例を余談として話されたのを聞いた時に、鮒谷様の目標設定

放談会の中で、鮒谷様が、俺のイタリアンの話を読んだ時に、俺のコンサルやな

いかとひらめかれたという話もあってか、自分に置き換えたときに、自分の目標

が、 

 

誰がやっても必ず営業成果の出る方法の具体的提示 

成果の出る方法を継続実行する仕組み作り 

この結果として、毎年成果が逓増する仕組み 

 

この一連の流れを作り上げることだと鮮明になりました。 

 

書く力については、私はセールスチラシを毎日１枚作成する活動を継続しており

ますので、正に一番知りたいことでした。 

 

その中で、読者は誰なのかを意識して書くというお話をお聞きし、現在作成して

いるセールスチラシに活かそうと、もがいているところです。 

毎日、作成するチラシを相手を具体的に絞ったものに修正し、成果を確認すると

ころです。 
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感想というよりは、２つの講演から学んだことをどのように使っているのかとい

う話になってしまいました。 

 

引き続き、良質な学びの提供をお願い致します。  

（Ｋ．Ｋ 様） 
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ノウハウが満載であることは当然として、人生論、生き方が問われている

と思いました。  

約９時間の長丁場でしたが、退屈することなく聞き抜くことができまし

た。 

 

聞く力は「謙虚に」、 

書く力は「素材」、 

 

というフレーズが心に残りました。 

 

ノウハウが満載であることは当然として、人生論、生き方が問われている

と思いました。 

「聞く力」も「書く力」も結局は、「生きる力」なんですよね。 

 

ところで、講師の上阪さんは、、、話うまいですよね。 

ぜひ次回は「話す力」...でお願いします！  

（Ｋ．Ｈ 様） 
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こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

  

購入目的の内容はもちろんのこと、それ以外でも新しい気づきを得られた

のはとても嬉しく、購入して良かったと思います。  

今回の上阪さんの音源を聞いて、勉強になることがたくさんありました。 

いくつかあげると、 

 

ただ、聞くだけではダメ。聞くにも準備が必要。 

 

単純に相手を調べるということだけではなく、どんな内容を聞くのか、質問の順

番もあらかじめ考えておく。 

 

聞くときの姿勢。教えを乞う人になる。 

相手によって態度を変えない。 

態度を変えていない「つもり」はなくても、「つもり」ということはしっかり意

識しているわけではないので、意識することが大切。 

 

相場観の大切さ。 

同じ内容でも上阪さんが言うから説得力がある。 

聞く時も、相場観を大事にして、相手のことを考える。 

 

等々ありました。 

 

ただ、２、３回聞いただけではとても消化できる内容ではありませんの

で、これからもどんどん新しい気づきが出てくる思います。 

 

聞く力をつけたいと思ったのが、購入のきっかけでした。 

ですが、書く力を聞いて、こちらもとても勉強になりました。 

 

上阪さんが「読みやすい文章の定義は何か」ということを言われてましたが、そ

こまで考えたことがありませんでした。漠然と読みやすい文章が書ければいいな

とは思っていましたが、じゃあ読みやすい文章ってそもそも何？という所まで考

えていませんでした。 

 

今回の話を聞かないと気づけない部分でした。 

 

自分の知らない世界は想像できないということの一つだと思いました。 
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購入目的の内容はもちろんのこと、それ以外でも新しい気づきを得られた

のはとても嬉しく、購入して良かったと思います。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｎ 様） 
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私の様な極小接客自営業者にとってこれらの力はまさに顧客単価向上やサ

ロンの収益に直結しているところだと思いました。  

今回「聞く力」と「書く力」を聞かせていただきました。 

 

妻と二人でバーバーサロンを経営しているのですが私の様な極小接客自営業者

にとってこれらの力はまさに顧客単価向上やサロンの収益に直結している

ところだと思いました。 

 

言葉一つの恐ろしさや強さを普段から意識してはいるもののあらためて言

語化して知らされました。 

 

「盛り上がってはいけない」 

 

「聞き役に徹して自分を捨てる」 

 

「こっちはどーでもいい」 

 

また、とかく冗長になりやすい「書く力」についても 

 

「一文は長くても 60 文字」 

 

「体言止め」 

 

「接続詞は順接でなく逆接」 

 

「真っ黒なメール or ブログ」 

 

などと教えられました。 

 

著名人の方のリアルなエピソードはより興味深くこの音声のボリュームで

もあっという間の長さに感じさせられました。 

 

その中で松平健氏の勝新氏からの教えがありましたが自分がサロンとして安売り

しないのであれば例えば安物は買わない使わない近付かないべきだと単純ですが

理解しました。自分の日常が普段の何気ない仕草などに隠し切れずに滲み出て来

るものなのですね。 
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聞く中で上阪さんの 

 

「知らない人に向けて発信しています」 

 

とありましたがそれを聞いて昨年夏に参加させていただいた日記放談会でその後

最も印象に残った 

 

「私はマスに向けて発信しているんです」 

 

が思い浮かびぼんやりながらも(汗)腹落ちして思わぬ収穫でした。 

 

最後にあんまり、と言うか全然関係ない話しですが恥ずかしながらブックライタ

ーという職業を知りませんでした。 

 

大変失礼ながらもし案内に「ゴーストライターさんのお話」とあったなら上品で

ない好奇心からより煽られていたと思います。 

 

であるならば(？？)、、 

私もバーバーサロンを経営しているなどと書かずに世間一般的にはあまりに昭和

なイメージでよろしくないと思っているのでなるべく使わないでおりますが私も

床屋やってます?♪と言った方がレベルは果てしなく違えどその方が分かりやす

くて通りも良いのかなとちょっとだけ思いました^ ^(60 文字超え) 

 

すぐに回収出来そうなネタの宝庫でした♪ 

 

ありがとうございます。 

 

p.s. 

今日の営業でお支払い済んだレジ前でなかなかお話の長いご来客さまがいらした

のですが私が手を上げたら本当に話が止まりました！ 

早速使わせていただきました♪ 

重ねてありがとうございます(笑)  

（理髪業 Ｔ．Ｔ 様） 
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人生で最も金額的に高価な音源でしたが、正直申し上げて、「安過ぎる」

というのが全部聞き終えた実感です。  

人生で最も金額的に高価な音源でしたが、正直申し上げて、「安過ぎる」

というのが全部聞き終えた実感です。 

通勤時間に加えて、生まれて 2 か月の子供抱っこしながら、聞きました。非常に

良い買い物をさせて頂き、有難うございました。 

御礼を申し上げます。 

 

今後も 

 

・聞く力 

・書く力 

 

で上阪さんがお話になっている、スキルは今後、繰り返し聞くことで定着させて

いきたく思っております。 

 

全てさっそく実践したいと思う話ばかりでしたが、3 点だけ特筆してお伝えした

いことがございますので、記載させていただきます。 

 

■ご縁の話 

聞く力、書く力、合計 9 時間にも及ぶ、素晴らしい話の一番最後が、ご縁で生き

てきた 

という話であったことが一番印象的でした。 

これほどの実力と実績をお持ちの方でも、一番大事なことは 

 

「目の前のことを一生懸命取り組む」 

 

すると、ご縁でどんどん仕事が生まれてきて、今に至っているというのは、とて

も説得力があり、印象的でした。 

お話の中で、稲森さんのお話もございましたが、本当にすごい方は、世に言われ

る、当たり前のことを手を抜くことなく、徹底的に取り組んでいらっしゃるので

はないか？ 

と感じ、私も基本的なことを丁寧にやっていきたいと改めて思った次第です。 

 

■文章はうまい下手ではなく、中身が大事 

34 歳、今まさに転職をしようとエントリーシートの志望動機を書いているとこ
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ろではございましたが、この話を聞いて、素直な自分の気持ちだけをウソ偽るこ

となく、伝えれば良いんだと思うことができ、この箇所を聞いた翌日にスラスラ

と書いてしまいました。 

 

■なぜ緊張するのか？ 

それは、自分をよく見せようとするから、したいからだ 

というお話もまさに、転職活動を始めようとしている私には、特に刺さりまし

た。 

すごい人は一目見ただけで、わかってしまう。取り繕っても意味がない。 

自分がどの程度の人物かはさておき、これを聞いて、何も臆することなく、転職

試験を受ければ良いんだなと思うことができました。 

 

今後とも宜しくお願い申し上げます。  

（Ｍ．Ｎ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

  

普段の家庭でのプライベートな会話や、ビジネス上でのコミュニケーショ

ンなど、様々な日常に応用が可能な体系的な内容になっており、聞くこと

そのもので日常が学びの場になると感じました。  

鮒谷様 

 

この度は上阪さんの「聞く力」「読む力」のセミナー音源の販売有難うございま

す。 

これまで鮒谷さんから購入させていただいたセミナーに匹敵する素晴らし

い内容でした。 

 

上阪さんのセミナーは章立てられ全体感が分かり易くなっている為、長時

間の音源にも関わらず、構成把握がしやすいので、理解がしやすかったで

す。 

セミナー音源は繰り返しの復習がポイントだと鮒谷さんも仰っておられますが、

章立てられた構成内容は、復習時に繰り返し聞きなおしたいポイントを直

ぐにピックアップしやすかったです。 

 

更に、再生速度を上げて（最近の音源セミナーは本当に便利です）繰り返し聞く

ことで、自身への定着化を早めることが可能になりますので、有効活用させても

らっています。 

加えて、自分でもメモをとって反復すると更に定着しますし、こうして感想文を

記載させていただく＝嫌でも復習しないと書けない、といった効果も活用させて

もらっています。 

更には、日々のメルマガでも関連した学びに刺激を与えてもらえるようになって

おり、 本当に１つのセミナー音源を購入しただけではない沢山の価値が得

られる仕組みになっていると思います。 

 

具体的な内容としては、「聞く力」と「書く力」は繋がっている訳ですが、購入

前に想定していた以上に「聞く力編」の内容が心に残っています。 

それは、「聞く力＝コミュニケーション」であり全ての基礎なのだということ

を、上阪さんの熱いトークで気付かせてもらえたことにあるかと思います。 

普段の家庭でのプライベートな会話や、ビジネス上でのコミュニケーショ

ンなど、様々な日常に応用が可能な体系的な内容になっており、聞くこと

そのもので日常が学びの場になると感じました。 

 

また、上阪さんの膨大な実際の経験から引き出された具体的な話が沢山組
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み込まれた内容となっており、理解がしやすかったです。それは、セミナー

内容でもありましたが、表現が豊かというより、例となる「素材」が豊富なこと

がポイントなのだと思いました。 

 

また、書くことで悩みや不安がはっきりする、というのもぼんやり意識していた

ことを明確に意識させてもらえました（昔の人が誰に見せる訳でもなく日記を書

いた理由の話）。 

他にも、良い文章を定義せずに良い文章は書けない、文章は素材で出来ている、

形容詞は使わず事実・数字で書く、長い話にビジュアルで反応する、相場感・空

気を読む、などの内容が特に参考になりました。 

 

最後に、インタビュー（聞く）上で大切にされていることとして、感謝の気持ち

を持つ、普段の会話からしっかりする、日常の口調から大切にする、自分を大き

く見せようとしない、などをプロ中のプロである上阪さんが実践されており、そ

の姿勢に感銘を受けました。 

 

今後とも、他には無い価値のある音源の販売を期待しております。 

個人的にはブログセミナー(基礎からビジネスに繋げていくまでのポイント：自身

はブログをやっていないですが始めるきっかけになるようなもの）、タイムマネ

ジメントなどがに興味があります。 

 

有難うございました。  

（食品メーカー 生産管理 Ｈ．Ｈ 様） 
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ここで紹介されている考え方を、これから何度も繰り返し聞きながら自分

のものにしていきたいと思います。  

上阪さんの話は非常に理解しやすく、楽しく聞くことができました。 

 

印象に残ったのは、聞くことと話すことの効果を複数あげられていて、それ

が非常に納得できるものであったことです。以前に聞いたことがあることも

あったかと思いますが、今の自分にとって素直になるほどと思えました。 

 

特に、話すことによって考えが整理されて、新しいことが生まれてくるこ

とがあるということは、通常の自分の考えでは意識したことがなく、新た

な見方を得ることができました。 

 

書くことについても、非常にテンポがよく時間を感じさせないで聞いてしまうも

のでした。 

形容詞を使わずに、おもしろいと思える事実を集めることが書くために最も重要

というのは、かなりの驚きでした。しかし、考えてみると非常に納得できるもの

で、これまで何か自分で作り出すような印象を持っていたことが疑問に思えてく

るものでした。 

 

ここで紹介されている考え方を、これから何度も繰り返し聞きながら自分

のものにしていきたいと思います。 

 

素晴らしい教材をありがとうございました。  

（Ｋ．Ｋ 様） 
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具体的なテクニックだけにとどまらず、人生訓のような大きい内容のお話

もあるので、コミュニケーションで必要なことが学べる「オールインワ

ン」な内容だと感じました。  

この度は上阪徹さんセミナーの音源を公開して頂き、ありがとうございました。 

 

音源は毎日の通勤時間に少しずつ聴き進めており、現在は２周目です。 

音源は両手が塞がっていても学習できるので、非常に重宝しております。 

 

今回のセミナーですが、これまで私が意識できていなかったことが随所に散

りばめられており、気付きや発見の連続でした。 

通勤時間に１度通して聞くだけではとても吸収しきれていないので今後も繰り

返し聞いていくつもりです。 

 

「聞く力」「書く力」とも、実例を交えてポイントを分かりやすく説明されてい

るのでわかりやすい。また、具体的なテクニックだけにとどまらず、人生訓

のような大きい内容のお話もあるので、コミュニケーションで必要なこと

が学べる「オールインワン」な内容だと感じました。 

現時点で一番印象残っていることは、 

 

「聞くも書くも、常に相手を意識して感謝の精神を持っておくことが大事」 

 

ということです。 

言われてみれば当たり前のことなのですが、自分の聞く姿勢と普段の会話が、い

かに疎かになっていたかということに気づかされたことです次第です。音源を繰

り返し聞くことで改善していきたいと思います。 

 

聞く力や書く力は、仕事や人生における基盤となるスキルであり、様々な

シーンで活用できます。人生波及効果が高いこの音源を購入して、本当に

良かったと感じています。 

 

ありがとうございました。  

（山村 貴志 様） 
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2 つの音源を通して、プロである上阪様の聞くこと・書くことに対する心

構え、姿勢について知ることができたことが大きな収穫だったと思いま

す。  

通勤の際に少しずつ聞き進めていましたが、漸く上阪様の音源を通して聞くこと

ができました。 

 

2 つの音源を通して、プロである上阪様の聞くこと・書くことに対する心

構え、姿勢について知ることができたことが大きな収穫だったと思いま

す。 

 

聞くことも書くことも教えてもらう、読んでもらうという謙虚な姿勢や、ターゲ

ットの立場や状況、求めていることを常に想像すること、聞く・書く行動以前の

「準備」が大切であることを学びました。 

 

そして、聞くこと・書くことに対する姿勢や考えは必ず態度に現れてくるものだ

と聞きました。改めて自分の中に今回学んだ考え方(姿勢)が定着するよう、

繰り返しことばを刷り込んでいきたいと思います。 

 

「書く力」編では、上阪様が実際に文章を書く際の手順についてもお話いただけ

ました。 

以下は、特に印象に残ったことばをメモから抜粋しました。 

 

・読み手のターゲットを定めて、ゴール・目的を明確に持つ 

・自分にとっての良い文章を定義する 

・読者、世間、自分の相場観を把握する 

・書くための技術よりも、内容こそが大事 

・五感を使って素材を集める 

・文を書くときは、形容詞を使わない など 

 

また、書くことが遅い自分にとって、 

 

「文章を書けないのは、素材が足りていないから」 

 

ということばは、目から鱗であり、心に刺さりました。 

 

早速、新しく文章を書く機会ができましたので、素材集め、内容の構成など書く
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以前の工程と相場観を意識して書く準備を始めています。 

 

どちらの音源も何度も繰り返し聴き、理解を深めたい(気付きを増やしてい

きたい)と思います。 

 

この度は貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。  

（Ｍ．Ｉ 様） 
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今回も購入して本当に良かったと思っています。逆に購入しなかったらこ

の学びを一体何年後に手にしていただろうかと思うと「やらずに後悔より

もやってから後悔」だと改めて感じました。  

この度は貴重な音源の配信をいただきましてありがとうございました。 

ずっとずっと気にはなっていたのですが、つい先日も起業放談の音源を購入した

ばかりだったので正直もう少し後にしようと思っておりました。 

 

しかし何度も送られてくる締め切りカウントダウンの 6 時間前に、ついに我慢で

きずに購入を決定。またしても売られることの体験を肌で感じさせていただいた

次第です(笑) 

 

でも結論から言えば今回も購入して本当に良かったと思っています。 

逆に購入しなかったらこの学びを一体何年後に手にしていただろうかと思

うと 

 

「やらずに後悔よりもやってから後悔」 

 

だと改めて感じました。感想文を書く上で早速今回の学びを活かすために、先に

テーマを決めさせて下さい。 

 

テーマは :【購入を迷っている方に向けて 】 

僕が今回この音源を聞いて一番感じた事は 

 

≪一流の人から学ぶことの重要性≫ 

 

です。例えば聞く力で 

 

「メモを取る」「相槌を打つ」 

 

などは、誰しも一度は聞いたことのある事だと思います。 

でも上阪さんがこの事を語ると何故か 

 

「なるほどなぁ」 

 

と感じる自分がいる事に気が付きました。 

これは恐らく数々の成功者にインタビューをし、また自身も成功しておら
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れる上阪さんが発する言葉だからこその深みだと感じています。 

つまり「何を学ぶか？」よりも「誰から学ぶか？」がとても重要。 

その意味ではこの音源の価値は絶対です。 

 

もう一つ、感じた事は 

 

≪「読む」と「聞く」は全く違う≫ 

 

という事。 

 

購入された方の感想をメルマガに掲載していただいておりますが、細かな How 

to のメモを書いていただいている方もたくさんいらっしゃいます。これらを読む

と内容のおおよそを把握する事は出来るかもしれませんが、やっぱり「読む」

のと「聞く」のでは大違い。 

 

最初の部分にも通じる部分がありますが、上阪さんの「声」を通して入ってく

る情報量は、これらの感想を読む事に比較して一体何倍であろうかと。 

つまり最終的にはこの音源を「直接聞く」ことでしか得られない学びが沢

山あるという事です。 

 

音源の良い点は何度も反復して聞けるという事です。 

聞くたびにまた違う気づきが生まれ、それをその都度実践していけばこれ

ほど有用な教材はないのではないでしょうか？それが一流の人の言葉とな

れば、信じて疑う余地などありません。音源を聞き終えた段階で既に

amazon で上阪さんの本を数本クリックしてしまった事は言うまでもありません

(笑) 

 

鮒谷さんのおっしゃる 

 

『良質な学びを得るにはその道のプロから学べ！』 

 

とても納得いたしました。 

今後ともよろしくお願いいたします、ありがとうございました。  

（アミューズメント業 野見 将之 様） 
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今後、求人募集や DM,、チラシ、ニュースレター、キャッチなどなど書く

ことで、書き方で他店舗との大きな差別化になることに気付くことが出来

たことが一番の収穫でした。  

今回の音源を聞きまして、聞くことが、こんなにも重要だとは思いませんでし

た。 

 

今まで書き方や伝え方の本を読んだことがありますが、腑に落ちなく、前に進ま

ない状態でした。しかし今回の音源を聞いてみて、書く前に聞くことが重要とい

うことが分かり、頭の中が言語されて腑に落ちました。 

 

普段は聞くことも仕事の一つとなっておりますが、それが書くことには必要と分

かったので、音源で話されたように聞くことにも気を使うようになり、頭の中に

書くことのイメージが湧くようになりました、素晴らしい。。。 

 

また書くほうでは、先生が指摘されていたようにカッコよく書こう書こうとして

いたので、時間もかかり、結局何を伝えたいのか分からなくなることもありまし

たが音源を聞いてからは、目的とターゲットを決めて書くことで、書く内容や書

き方も変わったことに気付きました。 

 

今後、求人募集や DM,、チラシ、ニュースレター、キャッチなどなど書く

ことで、書き方で他店舗との大きな差別化になることに気付くことが出来

たことが一番の収穫でした。 

 

まず聞き、そして書くということを継続してまいります。 

 

また自分の目標を達成するためにも書くことが必須と言う気付きもあり、

鮒谷さんの音源セミナーが一つに繋がりました。 

 

空き時間、隙間時間に脳に刷り込んでいます、貴重なセミナーを音源にしていた

だきありがとうございました！  

（鈴木 政宏 様） 
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R２５の経済記事から、著名な経営者、タレントの方々の本、外資系 XX

等の多数のベストセラーを書かれているカリスマブックライターのお話と

はいえ、９時間強のご講演音源、途中で飽きてしまうのではないかと危惧

しましたが、あにはからんや、あっという間に聞く力、書く力２部作聴き

終えました。  

鮒谷先生、大塚様、坂元様 

 

毎々お世話になりありがとうございます。 

遅くなりましたが、上阪先生の音源の感想を下記いたします。  

 

鮒谷先生からの、音源の購入はこれで４本目となりましたが、上阪先生の音源は

誕生日祝いに自分にプレゼントしました。 

 

自分は文章を書くのが苦手で毎回四苦八苦しています。   

この感想文を書くのにも一大決心をして書いています。  

この音源の購入動機は苦手の克服ができるかもしれないと思ったからです。  

しかしながら、今回の音源の感想も締め切りギリギリとなってしまい申し訳有り

ません。 

 

早速学んだ、一気通貫に書く、起承転結や序破急は関係ない、表現は求められて

いない、面白いと思ったことを話し言葉のように書く、句読点も気にしない、と

いうことを早速実践させていただきます。 

 

まず最初に、ブックライターとはなんぞやから始まり、物語を創作する作家とは

違い、著名人の取材をして、面白いと思ったことを話し手の名前で本にするライ

ターという仕事だということで合点がいきました。  

 

R２５の経済記事から、著名な経営者、タレントの方々の本、外資系 XX 等の多

数のベストセラーを書かれているカリスマブックライターのお話とはいえ、９時

間強のご講演音源、途中で飽きてしまうのではないかと危惧しましたが、

あにはからんや、あっという間に聞く力、書く力２部作聴き終えました。   

 

特に印象に残ったのは、上阪先生のブック・ライターという仕事のプロとしての

熱い想い、業界の常識と思われる事への挑戦、賞をもらいたいというぎらぎらし

た感情が逆効果であったこと、仕事とは誰かの役に立つこと、批判をする文章は

比較的書きやすい等、志を持って努力をした結果の軌跡をあますことなく、
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平易に軽快に語られるのであっという間に音源に引き込まれていきまし

た。 

 

聞く力編では、過去の失敗談を交えた、気をつけるべき事柄を具体的かつ実

践的におはなしくださり、もし新入社員の時にこのご講演を聞いていたな

ら、違った人生になっていたかもしれないと思いました。サラリーマンを

されていらっしゃる、お若い方にもお薦めです。   

 

書く力編では、取材して文章を書くための実践的なテクニックをあますことなく

ご教示くださるだけでなく、本当に聞いてためになる興味深い話が満載で

す。コンビニの外国人、ワイン、コーヒー、日本発の欧州 XX ブランド車の販売

方法、アマゾンの話、８３万人が聞きに来た働き方 XX、日本の若者の五感が

XX していることなどです。   

 

書く力編の最終章に近づくにつれ、夢と志の違い、ご縁に関するお話等心

に響くお話が多数あり、感動を持って聴き終わり、気がつくとあっという

間の９時間でした。 

 

これを機会に自分の好きなタイプの文章の分析をして、さくさくと一気通貫に文

章が書けるように精進しようと５８歳の誕生日に決意いたしました。 

 

取り急ぎ、音源の感想を送付いたします。  

（素材メーカ 営業 Ｋ．Ａ 様） 
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上阪さんの実体験を交えつつ、同じ話でも様々な角度から話をされてい

て、とてもわかり易かったです。  

セミナー音声を聞いて、今後聞く時、書く時などに心得ておきたいと思った事を

書き留めました。 

 

<聞く力> 

・話し合いの目的を改めて説明する 

・相手のニーズを聞き出せなければ、良いものは作れない 

・ツッコミを欲しがる人とそうでない人を見極める 

・物理的な位置関係だけでなく、精神的にも隣に座る 

・凝視してはいけないが、逆にキョロキョロしないように視線の先を 3 つ決める 

・緊張しないためには、自分を大きく見せようとしない 

・直接関わる人ではなく、最終的な顧客の目線で考える 

・聞きにくい事は、他人をダシにして聞く 

・視覚情報もメモしておく 

・子供には積極的に異文化、異世代に触れさせる 

 

<書く力> 

・何を伝えたいのか？を意識する 

・読み手は誰か？を意識する 

・形容詞ではなく、数字で表現する 

・自分にとってのモデルとなる文章を見つける 

・文章にフレームワークは作らない 

・文章を書くことに対して構えすぎない 

・自身が理解できていない事は理解してから書く 

 

<全体を通して> 

上阪さんの実体験を交えつつ、同じ話でも様々な角度から話をされてい

て、とてもわかり易かったです。自身で珈琲の直火焙煎をやっている身として

は、無性にドトールコーヒーにいきたくなりました。 

自分が好きなのはラテですが（笑） 

 

上阪さんは、目指して今の状態になったわけではなくて、流されるままに生きて

きたら、今の状態になったという話をされていて、 

 

「自分にとって不満のない状態になるには目標設定は必須では無い？」 
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と思いました。 

しかし、同時に 

 

「上阪さんの中では、"人の役に立つ人間になる"というような抽象的な目標を持

っていたからこそ、今の状態になれたのかも」 

 

とも思いました。  

（システムエンジニア Ｔ．Ｋ 様） 
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刷り込みたくなる内容に何度でも聴きたくなる事例を混ぜたノウハウにた

だ、びっくりです。  

鮒谷様 

 

音源のご紹介、ありがとうございました！ 

 

音楽教室のブログを書いていくにあたり、 

 

「このままでいいのだろうか？もっと伝わる書き方があるのかも？」 

 

と日々、考えていたところの音源購入となりました。 

聞く力 3 回書く力 5 回ほど聴きました。 

 

感想は、上阪徹さんの喋り方が『心地よいメロディー』ノウハウや心構えが『臨

場感のある詞』と感じ取れました。 

 

一番最初は、 

 

「9 時間・・・長そうだな」 

 

と正直思いましたが、聴き始めたら、作業してる手が止まるほどの「引き憑

かれ感」でした。 

刷り込みたくなる内容に何度でも聴きたくなる事例を混ぜたノウハウにた

だ、びっくりです。 

 

音楽を聴いてた時間はほぼ、このセミナー音源になってます。 

一つずつ日々のブログに落とし込んでいきます。 

 

今のところ 

 

○相場観 

○一気通貫 

○喋るように 
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あたりは、書く前に唱えるようにしました。 

この度は、音源のご紹介ありがとうございます。  

（日光のギター教室 野口さとし 様） 
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いざ、上阪さんの音源を聴き始めると、マシンガンの如く、重要な要素が

発射される。あまりにもテンポの良さにあっという間に、時間が過ぎて行

きました。  

鮒谷様 

 

今年は鮒谷さんの目標設定三部作に始まり、ガンガン音源を購入させても

らっております。 

（鮒谷さんの販売戦略におもいっきりハマっております） 

 

上阪さんのセミナー購入させてもらいました。 

「聴く」「書く」音源を聴いた後に感想を書くのは非常に緊張しますが、率直な

感想を送付いたします。 

 

まず、購入動機ですが、日常の仕事において、多くの人に自分のメッセージ（意

見、要望）を伝える機会が多いのですがなかなか、相手に真意が伝わっていない

ことが多い。（後で，なんでちゃんと伝わっていないんだろう？と首をかしげる

ことがしばしばある。） 

 

また、資料を作成する機会が多いのですが、なかなか思うように書き綴れない

（作成中に手が止まってしまう。） 

 

そして、いざ、上阪さんの音源を聴き始めると、マシンガンの如く、重要

な要素が発射される。あまりにもテンポの良さにあっという間に、時間が

過ぎて行きました。 

 

印象に残っている話題として 

 

・「向かい合うより隣に座る」・・・このキーワードで話された話題は、昔、あ

る製品の営業マンが製品のゴリ押し営業ではなく、自分と同じ目線で問題を捉え

て対応してもらい、好印象を抱いたことを思い出しました。単にモノをうるので

はなく、お客さんと一緒に考えることの営業マンが重要なんだと認識させられま

した。 

 

・「名前を呼びかける」・・・これはそう言うことなのかと、思いました。言わ

れてみればその通りなのですが、今まで意識したことがなかったので、早速、活

用させてもらおうと思います。 
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・「起承転結を意識しない。構成パターンを考えない」・・・これまで，構成パ

ターンを意識するあまり，作成中に手が止まってしまうことがありました。これ

までの既成概念をなくしてやってみようと思います。 

 

等々，書き綴るとキリがありませんが，あまりにもの膨大なポイントに圧倒

されました。 

 

また，これまで多くの方のインタビューを実施されているが故の経験の多

さには圧巻でした。 

 

良い音源を提供いただきありがとうございました。 

 

繰り返し聴き有効活用させていただこうと思います。  

（会社員 Ｋ．Ｔ 様） 
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こちらからお求めいただけます■ 
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内容もさることながら、どんなことでも、（例えば、「話す」「読む」

「書く」などなど）、すべての行動に対して、深堀りしていくことによっ

て、鮒谷さんがおっしゃっている、高い意思決定基準を装備できるんだと

激しく実感しました。  

正直なところ「聞く力」を甘くみていました。 

仕事柄、経営者の方とお話しする機会が多いのですが、笑顔でうなづきながら、

かつ、メモを意識的にとることは習慣にできていたので、それなりに満足してい

ましたが、上阪さんの聞く力の音源を聞いて、かなり低レベルな自己満足である

ことに気づかされました（汗） 

 

「聞く」は、言葉にするとたった２文字ですが、これだけ奥深さがあると

は思い至りませんでした。聞くことの効能、話したくなるスキル、やって

はいけないこと、とっておきの方法などを、なんと６１個も紹介して下さ

っており、これらを意識して聞くことができれば、ハイレベルなコミュニ

ケーションか間違いなくでき、楽しくなるに違いないと実感しました。 

 

早速、使えそうなものから取り入れていますが、かなりコミュニケーショ

ンに変化が表れています。お客様、上司、部下、家族、外部の方など、どこで

も必要不可欠なことなので、どんな場面でも活かせそうです。あわせて、この音

源を聞いて、新しいコンテンツも思いついたので、商売にもつながそうで

す。 

 

また、上阪さんのお話は、抽象的なポイントとそれに対する事例をセット

で伝えて下さっており、どんどん頭の中に刷り込まれてきました。 

聞く力により、良い素材を集めてこられてからこその内容です。 

内容もさることながら、どんなことでも、（例えば、「話す」「読む」

「書く」などなど）、すべての行動に対して、深堀りしていくことによっ

て、鮒谷さんがおっしゃっている、高い意思決定基準を装備できるんだと

激しく実感しました。 

 

今回、このような濃厚な音源を提供して下さりありがとうございます！  

（Ｔ．Ｍ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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過去何度か、教材は買わせていただき、毎回毎回感動しっぱなしだったの

ですが、*事前の予告通り、いや予告以上に満足度・感動が MAX でした。  

鮒谷様 

 

いつもお世話になっております。 

 

過去何度か、教材は買わせていただき、毎回毎回感動しっぱなしだったの

ですが、事前の予告通り、いや予告以上に満足度・感動が MAX でした。

書きたいことはたくさんありすぎてしまうのですが、ごく絞って、一番刺さった

ところを中心に、所感を書きたいと思います。 

 

【聞く力のエンディングに近い部分】 

 

★普段の会話をうまくする、日常生活を変える、普段を頑張らないひとは本番が

うまくいくはずない、松平健さんを見倣って！...役作りのためには、日常を、毎

回の食事を、一挙手一投足から変えていく。自身は、本当にできてないと思いま

したし、逆に、すぐにでもできることをすぐにやると決め、もうその状態に入っ

ております。普段から積み上げていないから、いざ本番を、インタビューをしよ

うと思った時に力が入ってしまう。それは言ってみれば当たり前の話ですよね。

普段から本番であるということを強く意識しながら生活すると決意した次第で

す。 

 

★何気ない会話を止める～目的を意識して 

 

仰る通りですね。何気なくやっているから、見失う、かったるくなる、眠くな

る、回復できない。何気なくやってはいけない場面で、何気なさを 0 にしていく

ことで相当人生は変わっていくのではないかと思いました。 

 

★自分を大きく見せるのを止める～自分を捨てる 

 

自分を捨ててから人生が激変していったと上阪さんはおっしゃっています。冒頭

に申しあげたこととつながる話ですが、普段からつみあがっていない、本番を意

識していないから、本番だけうまくいかせようとする＝自分を大きく見せようと

気張ってしまう、自分を捨てきれず、大したことのないちっぽけなプライドが顔

を出してしまうのかなとも思いました。自分を捨てられる境地にたどり着けるよ

う、一瞬一秒から「他人のために」というあり方を磨いていきます。 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

 

★謙虚な人にチャンスは来る 

 

「ギラギラだった」経歴を歩まれた人の発言だからこそ（笑）、やっぱり刺さり

ますね。ということは謙虚さというのは、精神論というレベルのたぐいのもので

はなく、むしろ「成功のための原理原則」とも言えそうですね。 

 

書きたいことはまだまだあるのですが、やはり 9 時間に及ぶ御講義は、圧巻

そのもの。 

1 回 2 回通し聞きしたぐらいでは、体の中には入っていかず（笑）、表面をなで

るだけになってしまうので、最低 100 回聞いて、行動の源としていきます。 

 

本当にありがとうございました！  

（高橋 大輔 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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ここには書ききれないくらいの学びがありました。  

鮒谷様 

セカンドステージの皆様 

 

この度、初めて音源を購入させていただきました。 

メルマガは１年前くらいから購読を始めました。 

その際は読み流しをするくらいでしたが、今年の目標として、「平成進化論手帳

（笑）」を購入しました。その手帳には、メルマガを読んだことによる気づきや

アイデアを残すようにしております。 

 

また、私は大学院に通っており、これから論文の執筆が控えております。 

そこで今回ご紹介いただきました上阪さんの音源セットの購入を迷っておりまし

た。 

毎日毎日のメルマガがボディブローのように効きましたし、値上がりの心理

からポチッとしました。 

 

その結果、この音源から沢山の学びがありました。 

 

●聞くことはインプット。 

 

●自分に関心をもってくれる人を嫌う人はいない 

 

●人は話したい生き物 

 

●アイデアは気を取られているときに生まれる 

 

●聞かれることで頭の中身が整理される 

 

●悩みや不安がモヤモヤなのは、はっきりしていないから 

 

●感謝の気持ちをしっかり持つこと 

 

●事前準備の重要性 

 

●ツッコミが好きか、嫌いかを判断する 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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●インタビューをする配置が大事 

 

●評価するのは相手 

 

●自分を大きく見ない 

 

●ＷＨＹを大切にする 

 

●キャッチボールすることを意識する 

 

●名前を呼びかける 

 

●一緒に名言を作っていく 

 

・・・ 

 

ここには書ききれないくらいの学びがありました。 

これからウォークマンを購入し、毎日の通勤時間で音源を聞き、私自身の

血となり肉となるように、体に染み込ませます。  

（税理士事務所勤務 コンサルタント 松本 和博 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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『聞く力』を聞き、その後に「なぜ 4 時間もあるのだ」と思いながら

（笑）『書く力』も聞いていたら、目から鱗がぽろぽろ落ちておりまし

た。  

お世話になっております。 

 

上阪さんの音源感想をお送りします。 

 

最初、自分としては 

 

「書く力はあまり興味ない」 

「自分は聞く力を学びたいのだ」 

 

と思って音源を購入しました。 

 

しかし、さすがに両方聞いていないと感想が薄っぺらくなりバレそうだなと思

い、 

『聞く力』を聞き、その後に「なぜ 4 時間もあるのだ」と思いながら

（笑）『書く力』も聞いていたら、目から鱗がぽろぽろ落ちておりまし

た。 

 

ある意味、数日前の鮒谷さんのメルマガでもあった「未知との遭遇」でした。 

今の自分の興味関心、意識している世界から外れた領域にこそ、多くの気

付かされることがありました。 

 

2 本通じての学びとしては、 

 

「結局、聞く力も、書く力も、お客さんの立場に立った仕事をしなさい」 

 

ということが大原則である、と学びました。 

 

また、上阪さんが 

 

「本を書く時には、このテーマだとあいつに伝えてやりたいな。など、特定の友

人 1 人に向けて書いている。」 

 

という話。 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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これも、作家の人と言うのは筆の向くままに感性の世界で勝負をしている天才た

ちのう 

のかと思いきや、上阪さんのような方でも、お客さんの立場に立ってアウトプッ

トを考えて考えて、仕事をされているということ。 

 

驚きましたし、その方向に努力すべきなんだ。 

と学ばせて頂きました。 

 

ありがとうございました。  

（三宅 裕介 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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コミュニケーションに少しでも悩みがあるのであれば、即買いだと言える

音源でした。  

この度は、上阪徹さんセミナーの音源をご提供いただきありがとうございます(そ

して感想の送付が遅れてしまい、大変申し訳ございません)。 

 

最初のセミナー案内を見たとき、まさに自分に足りないものだと思い、参加した

かったのですが諸々の事情により断念。今回、音源販売ということで願った

り叶ったりということで購入いたしました。 

 

購入したい一番の動機は、自分のコミュニケーション能力の低さが以前から気に

なっており、何とかしたいと思っていたからです。会話をしていても話が弾まな

かったり、続かなかったりして「つまらない人」という烙印が押されていたよう

な気がしていました。 

 

音源を聞いて、なぜ自分がそうなっていたかがはっきりわかりました。ちゃんと

相手の話を聞いていなかったから。相手の立場になって、聞くことの姿勢、リア

クションをとる。最近振り返ると全然できていなかったなと猛省し、その日のう

ちに実践しました。まだ目に見える効果はないかもしれませんが、徐々に状況が

良くなっていくと予感しています。 

 

内容自体は一見、当たり前のことかもしれませんが、上阪さんの温厚かつ重量

がある話し方で頭にすっと入っていきました。相手を意識してるからこそな

せる技なのでしょうか。 

本など文字だけではきっとここまで心に訴えかけられることはなかったか

と思います。やはり音源で聞いて正解でした。 

 

聞くが上手くなる習慣は今日から実践できる内容ばかりでした。 

普段の会話をきちんとする、何となくやらない、良質の映画・雑誌・書籍に触れ

るは早速今日から実践していきます。また、外に出て、異世代とのコミュニケー

ションをもっととるようにしていきます。 

 

聞くこと、書くことはインタビュアーやライターといった特定の職種だけに限定

されるだと思っており、正直最初は対象者ではないだろうかと不安に思っていま

したが、違いました。聞くこと・書くことは仕事をする上でも必須のスキル

だと改めて気付かされました。上司から何を求められているのか、何を期待さ

れているのかを聞いて理解する。 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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聞く姿勢がない、相手のことを理解してない、感謝の気持ちがない、謙虚でな

い、これでは仕事の成果が出ないのは当然ですね。 

 

コミュニケーションに少しでも悩みがあるのであれば、即買いだと言える

音源でした。 

この度は本当にありがとうございました。  

（IT インフラエンジニア Ｓ．Ｏ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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上阪さんの音源は、誰でも実践出来る内容が分かりやすく語られていると

感じました。  

いつもお世話になります。 

この度は貴重な音源をご提供頂きありがとうございました。 

 

繰り返し音源を聞かせて頂いております。 

私も日頃から聞くことを意識して仕事をしておりますが、上阪さんの話の内容

には改めて気づかされるポイントが満載です。 

 

上阪さんが自身の経験から体得されたノウハウなので説得力があります。 

そして、何よりも分かりやすくシンプルに語られています。 

一見当たり前のように思える話でも、自分が実践できていないことも数多くあ

り、改めて自分のスタイルを振り返るきっかけになりました。聞く力をブラッシ

ュアップするための良い機会を頂きました。 

 

どんな素晴らしい内容のコンテンツでも実際に活用出来なければ意味がありませ

ん。その点上阪さんの音源は、誰でも実践出来る内容が分かりやすく語ら

れていると感じました。聞きのがさずに実践すればこれからの人生を豊かに

する貴重な財産になると思います。 

出来ることから実践させて頂きます。ありがとうございました。  

（生命保険会社 Ｓ．Ｋ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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私自身が苦手意識がある「聞く」「書く」について、深く考える時間を持

てました。  

鮒谷様 

 

初めて購入、初めて感想をお送りします。 

今回の音源の販売ありがとうございます。 

 

セミナーの案内があった時に興味があったのですが、迷ってしまいました。 

この時点でひとつロスをしてしまいました。 

リアルな現場が一番と分かっているにもかかわらず・・・。 

今回の音源のお蔭で救われました。 

私自身が苦手意識がある「聞く」「書く」について、深く考える時間を持

てました。 

 

「聞く」ってどういうことなのか 

「書く」ってどういうことなのか 

 

営業マンにありがちな、自分の引出しを相手に見せようとする行為。 

このことがいかにダメなことか、圧倒的な経験値を持った上阪様から教えていた

だきました。 

 

■聞くことは相手への関心のシグナル 

■聞くことでこそ学びが得られる ・・などなど 

 

鮒谷様もおっしゃっている「ことばの定義」、このことを意識していかないと、

良い文章は書けない。また、幸せにもなれない。気づきで頭の中が混乱？してい

る感じです。１回ではダメ、繰り返し聞いて自分の中にしみわたらせる作業が続

きます。鮒谷さんワールドに触れることが初めてだからなのか、混乱を自分の地

力に変えていく日々が続きます。 

 

ありがとうございました。  

（Ｍ．Ｔ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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音源を聞くと、否応なしに自分が普段人の聞くときに考えていることや、

自分の反応や態度と照らし合わせることになり、無数の気付きが生まれま

す。その気付きの数々が、改めて自分の「聞く力」を磨こうと強く意識さ

せてくれています。  

この度は、上阪さんの貴重な音源をご提供いただきまして、誠にありがとうござ

いました。 

 

いつも通勤時間に聞くようにしています。 

それまでは、本を読むようにしていました。 

しかし、テンションが上がらないときは本を鞄から取り出して開くのも億劫にな

り、「本を読めない自分」で自尊心がちょびっと傷ついたりしていましたが、音

源だとイヤホンを耳にさすだけなのでグッとハードルが低くなり、テンシ

ョンが低くても聞いているうちに、不思議と気分が盛り上がってくるんで

す。 

私にとっては、本よりも音源の方が効果的だとわかりました。 

 

さて、上阪さんの音源の感想です。 

 

まず「聞く力」。 

音源を聞くと、否応なしに自分が普段人の聞くときに考えていることや、

自分の反応や態度と照らし合わせることになり、無数の気付きが生まれま

す。 

その気付きの数々が、改めて自分の「聞く力」を磨こうと強く意識させて

くれています。 

 

ただ、意識するポイントがありすぎても行動に移せないので、まずは３つのこと

を意識するようにしました。 

 

・謙虚で聞き上手になる（成功している人はみんな謙虚で聞き上手）。 

・普段の会話をきちんとする（夫婦の会話含む） 

・詰問しない。 

 

特に、部下とのコミュニケーションにおいてはそれを意識することによ

り、心なしか話しかけてくれる回数が増えて、関係性が良くなり、メンバ

ーの仕事に対する姿勢が変わったような手応えを感じています。 

 



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 
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次に「書く力」。 

「文章」を「自分の仕事（マーケティングや事業計画など）」に置き換え

て聞くと、たくさんのヒントやアイデアが湧き出てきました。 

 

お話の中にある 

 

・素材を集めて、整理して、構築する。 

・良い文章を定義しないで、良い文章は書けない。 

・中身のある文章を書く。 

・書き手がおもしろくなければ、読み手もおもしろくない。 

・形容詞をつかわない。 

 

といったポイントは、事業を描いてカタチにすることに活用できると気が付きま

した。 

 

「書く力」を磨くために毎日書いているブログで実践してみると共に、事

業の組立てにもこのエッセンスを活用していこうと思います。 

 

このような音源をご提供いただきまして、心より感謝いたします。 

本当にありがとうございました。 

 

引き続き、今後ともよろしくお願いいたします。  

（コジマ カズヒロ 様） 
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上阪さんの実体験にもとづいて説明されていたため、9 時間以上もありま

したが、 

話に引き込まれて時間を感じずに、興味深く聞くことができました。  

上阪徹さん音源セットを提供していただき、ありがとうございました。 

 

今回上阪徹さんの音源セットを購入したのは、メールマガジンで「一生もの」と 

書かれていたのにひかれたためです。「聞く力」、「書く力」の重要性を繰り返

し 

説かれていましたが、仕事や私的な場面での必要なこれらの力を身に付けたいと 

思っていました。 

 

上阪さんの実体験にもとづいて説明されていたため、9 時間以上もありま

したが、話に引き込まれて時間を感じずに、興味深く聞くことができまし

た。 

 

この音源セットを購入する前にメールマガジンで様々な方の感想を読んで、テク

ニックではなく、心構えを説いているような印象を受けました。実際に音源を

聞いてみて、テクニックではなく、人と向き合う心構えを説かれているよ

うに思いました。いかに上手く書くのかということではなくて、いかに分かり

やすく書くのかというように、読み手のことをすごく考えているのだと思いまし

た。 

 

読み手のことを意識することが大事だということで、私は自分中心で考えている

ことに気付かされました。いかに上手い文章を書くのかということに意識が向か

っていました。自分の思っていることを読み手に伝えることが文章の目的だとい

うことを忘れていました。 

 

相手に伝えるのは書くことだけでなく話すこともありますので、話すときにも、

聞き手のことを意識することも大事だと思いました。聞くことについても、イン

タビューをされる方がいかに話しやすくするのか、読者が何を知りたいのかとい

うことで、聞き手としてのあり方が大事だと思いました。 

 

聞く力の最後のところで、自分中心から相手のことを考えるようになって上手く

いくようになったと上阪さんがおっしゃっていました。私は今まであらゆること

において、自分中心に考えていたと思います。人と向かい合うとき、仕事をする

ときなどあらゆることにおいて、自分中心に考えていました。自分のプライドを
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捨てて、相手のことを考えて成果を上げられた上阪さんのように、自分も自分の

プライドを捨てて仕事の本質を考えて、前向きに仕事に取り組んでいきます。 

 

以下、聞く力、話す力の音源を聞いたことで、今後心がけておくべきことを列挙

します。 

 

(聞く力) 

 

・感謝の気持ちを持って相手に接する 

 本心は顔や立ち居振る舞いに出る 

 相手に自分の本心はばれている 

 

・普段から意識する 

 大事な時だけ上手くやることはできない 

 何気ない会話をやめる 

 

・自分の知らなさ加減を自覚する 

 知らないことで謙虚になり、相手に教えていただこうという気になる 

 

・知ったかぶりをしない 

 分からないままにしておくことの方が、相手に対して失礼である 

 

・相手の相場観が大事 

 相手に会わせて、聞く内容を考えておく 

 

・自分を捨てる 

 自分を大きく見せない 

 自分のためだけに働かない 

 目の前のことを一生懸命やる 

 

(書く力) 

・しゃべるように分かりやすい文章を書く 

 上手い文章を書く必要はない 

 文章は道具 

 

・良い文章の定義を自分でする 

 

・文章を書く目的をはっきりする 
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読み手の読後感を意識する 

 

・読み手を意識する 

 読み手は誰か、相場観を意識する 

読み手によって表現、内容を変える 

 視覚的に読みやすくする 

 

・文章は素材を集めて、組み替える 

 アンテナを立てて、メモをとってストックしておく 

 

・形容詞を使わず、事実、体験、自分の感じたことを書く 

 

・読むのは大変 

 読み手の役立つ内容なのか意識する 

 

今後は列挙した上記のことを意識し、血肉化できるようにしていきます。  

（水野 高志 様） 
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今後の、"良い文章"を書く秘訣を教えてもらえて、ブログやニュースレタ

ーを書くことが楽しくなりました。  

私は金融の仕事をしていますから、お客様との面談では特に聞く力、ニュースレ

ターなどでは書く力の研鑽が必要だと常日頃から思っておりました。 

 

多くの著名人のインタビューや、その他雑誌等の執筆をされている上阪さんの聞

く力、書く力から学びたいと思い、音源を購入しました。 

 

様々な気づきがありましたが、多くなり過ぎますので、いくつかピックアップし

たいと思います。 

 

【聞く力】 

 

▼話し方の本、伝え方の本は違和感がある聞く力がないとだめ 

 

▼佐藤可士和さん プレゼンは 1 回もしないお客さんと徹底的に話をする打ち合

わせをする 

 

▼相手の興味のあるものに意味がある内容そのものが大事 

 

▼ワールドホールディングス社長さんの話目上の人、年配の人に可愛がってもら

えたいつも聞く姿勢を持っていた 

 学ぶ姿勢を持っていた教えてくださいという姿勢の人少ない 

 

▼日比野克彦さんアイディアはディスカッションから生まれる 

 

▼もやもやは書いちゃえばいい 

 字にして見える化する 

 

▼お会いできてよかったと思って接する 

 本心は顔や立ち居振る舞いに出てしまう 

 気持ちをしっかり持っていないと全部ばれてしまう 

 

▼真摯な姿勢 読者を喜ばすためならどう思われてもいい 

 いい記事を書くため良いインタビューをすることが良い話を頂ける 
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▼出来る営業マンは隣に座る一緒に課題を克服する 

 

▼女性へのインタビューの話 

 彼氏の話 

 何でも話してくださいねという雰囲気感じる 

 

▼最初の挨拶の重要性 

 ヘッドハンティング 

 99％は挨拶で判断気持ちのいい挨拶少ない 

 

▼じっと見つめるのではなく目と目のあいだを見る 

 視線を外すルールを作っておく 

 

▼緊張するのは自分を大きく見せたい時 

 どうせばれている 

 

▼総務担当者の話 

 お客さんのお客さんについて徹底的に聞く 

 

▼How ではなく、Why で聞け 

 

▼学生の面接全滅するのは、自分が話したいことだけ話していた 

 面接官が求めていることを聴く面接中に聞いてしまう 

 面接前に事前に会社に聞いてしまう 

 

▼相手が知っている前提で聞いてはいけない 

 

▼石橋貴明さん必ず名前を呼びかける 

 名前は人生で最も耳にしている言葉 

 

▼メモを活用する目の前でメモを取られると嬉しい 

 

▼松平健さんと勝新太郎さんの話 

 普段からちゃんとしていないと本番で出てしまう 

 

▼ハーバードビジネススクールの質問する話 

 質問がいかに難しいか 
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【書く力】 

▼文章は読んでもらえないと思え 

 多くの人は読むのが嫌い 

 読んでもらう大変さ 

 できれば読みたくない 

 わかりやすくて、すんなり入ってくる文章 

 

▼良質の週刊誌を読み続ける 

 

▼文章で伝えることは難しいと自覚を持つ 

 

▼文章は慎重に扱わないといけない 

 メールの文章は簡単に人を傷つける 

 怒らせる 

 勘違いする残ってしまう 

 罵詈雑言 スカッとするのは一瞬 

 

▼本当に魂が入った本は、本が叫ぶ 

 

▼いい文章を定義せずにいい文章は作れない 

 

▼いきなり書き始めない 

 素材をピックアップ 

 文章は素材から出来ている 

 書けないのは素材が無いから 

 

▼起承転結などの定石はやってはいけない 

 

▼自分の相場感 立ち位置を理解する 

 自分がどういう立場なのかを理解して情報発信すべき 

 

▼相場感を面白がる 

 石橋貴明さんの石の上にも三年 

 幸運 9 割実力 1 割 

 

▼構成は文章で考えない 

 大事なのは伝えること伝わりやすさ 
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▼一気通貫に読んでもらえることを意識している 

 養老孟司さんへのインタビューにみる一気通貫文章 

 

▼文章はひねり出すのではなく、既にある事実をつむぐもの 

 

▼形容詞を使わない 

 事実を伝える 

 何が楽しかったのか 

 

▼感想ではなく事実 

 具体的事実 エピソード 数字 

 さらに自分にしか書けない一言を用意できればベスト 

 

▼五感をフルに使ってメモを取る 

 自分だけが体験したこと 

 

▼難しい日本語は翻訳してしまう 

 

▼見えているものを描く 

 

▼読者は忙しい 

 読書が嫌い 

 何か役に立つことを書く 

 

▼だれかの役に立つことを仕事という 

 

▼読む力ことが書く力 

 良質の文章に触れること 

 

上阪さんの著書「成功者 3,000 人の言葉」では、成功者が誰かが明確に名前が

載っていないのですが、音源ではお名前とともにエピソードが語られてお

り、とても楽しく聞くことができました。 

 

多忙な成功者を最大限リスペクトし、「聞く力」「書く力」を発揮して多くの成

功者と接してこられたからこそ語られる「素材」「事実」「見たこと」が文章に

臨場感をもたせているからこそ、カルビーの松本晃さんの話のように読者から多

くの支持を得られる文章になるのだと思います。 
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今後の、"良い文章"を書く秘訣を教えてもらえて、ブログやニュースレタ

ーを書くことが楽しくなりました。 

 

このような音源をリリース頂き、誠にありがとうございました。  

（オカモト・アソシエイツ代表 岡本 卓也 様） 
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内容は、目から（耳から？）鱗の情報ばかりで、これから先色々な場面で

活かしていけそうです。  

拝啓 感想をお送りするのが遅くなってしまい、大変申し訳ございません。 

 

個人的な訴訟沙汰を抱えておりまして、その準備でバタバタしていてセミナー音

源を聞き込むのが遅れてしまいました。 

 

鮒谷さんが何度もくり返し聞くようにと書かれていたので、バタバタが一段落し

てから 3 回聞きました。 

 

内容は、目から（耳から？）鱗の情報ばかりで、これから先色々な場面で

活かしていけそうです。 

 

わたしは、長年コミュニケーションに苦手意識を持っていたのですが、し

ゃべり方、あるいは文章表現は重要ではないということを教えてもらい、

フッと肩の荷が降りたような気がしました。 

 

しゃべり上手より聞き上手になることを心がけ、相手に気持ちよく話してもら

い、おもしろい内容を引き出せるようになりたいです。 

 

聞き上手になるための具体的な方法もたくさん示されているので、これか

らさらにくり返しくり返し音源を聞いて、自然体で実行に移せるようにな

ることを今後の目標としました。 

 

わたしは、なぜか、路上で知らない人に道を尋ねられるという体験をよくするの

で、他人からは声を掛けやすい雰囲気なのかもしれません。 

このことを自分の長所ととらえ、前向きにコミュニケーション能力を鍛えていき

たいと思います。 

 

この度は貴重なセミナー音源を販売していただき、本当にありがとうござ

いました。  

（Ｙ 様） 
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徹底的に学んで、実行していきたいと思います。  

実は目標達成音声からずっと買いたいと思っていたのですがやめていました。 

それが今回は完璧にやられました。 

かなり痛い出費と思いましたが、手が震えながら「ポチ」ってる自分がいまし

た。こんなに高いものを買ってと思う自分がいましたが買ってよかったと

思います。 

 

聞きながらノートを書いていたら大切だと思うことがあまりにも多すぎてなかな

か進みません。５分進むのに３０分以上かかっています。 

行きと帰りの電車の中では聞き流してすでに（「聞く力」のほうは）既に

１０回以上聞いていますが聞く度に新たな発見があります。 

 

今は「聞く力」編のほうを精読ならぬ精聴しています。 

未だに半分も聞き終わっていません。 

 

それでいてノートは１９P 目に突入しており、聞き終わる頃にはどれほどの量に

なっているか想像ができません。 

 

ちなみに今日聞いていて心に残ったのは 

 

「準備をしていなければ質問は出てこない」 

 

というところです。 

当たり前に思える大切な事を言葉を変え、例を挙げて説明してくれるので

非常に染み込んできます。徹底的に学んで、実行していきたいと思いま

す。 

 

このような学びの機会をいただき本当にありがたいです。 

他の音声も是非購入したいと思っています。 

 

今後共よろしくお願いいたします。  

（佐藤 友司 様） 
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仕事のヒントになる学びが多くてまた回数を重ねるごとに新しい発見があ

り、当分やめられなさそうです。笑  

セカンドステージ 大塚様へ 

 

この度は、上阪徹さんの音源、ありがとうございました。 

期限ギリギリになってしまいましたが、感想を送ります。 

 

現在、45 歳で医者をしています。 

購入した動機は、コミュニケーションについてモヤモヤしていたから、です。 

 

業界の名言に、答えは患者の中にある、という言葉があります。 

 

患者さんは訴えをもって病院に来て、色々話をしてくれますが相手の求めている

ことを正しく把握することが意外と難しいと考えていました。 

経験と共に聞き出す力がついてきたと感じていましたが 

 

あれ？上手くコミュニケーション取れていないかな？ 

 

っと思うようなことが。 

 

そんなタイミングでの今回の音源は、なるほど、と思うことだらけでした。 

 

・（病気を客の客として捉えて）パートナーとして接する 

・（苦手なタイプに対して）興味の対象として接する（誤解させそうな表現です

が） 

・名前を呼びかける続ける 

 

などなど、仕事のヒントになる学びが多くてまた回数を重ねるごとに新し

い発見があり、当分やめられなさそうです。笑 

 

書く力、これもタイムリーでした。 

専門医のためのレポートを書いているのですが怖いぐらい呪縛にはまって

おり、グサグサと刺さってきました。 

 

・レポートだから、評価者（読み手）が頑張るのが当たり前。。。 

・自分の書きたいこと、書いていました。。。 
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・慣用句・手垢の付いた言葉、カッコいいと思って使ってました。。。 

 

恥ずかしいですね。。。 

話す時と同じ様に、聞く時も書く時も、相手のためになるか、なんですね。 

まずは日常生活、家族との関わりから見直したいと思います。 

 

素晴らしい学びを購入することができる、ことに感謝です。 

このような機会を作っていただき、本当にありがとうございました。  

（医師 Ｋ．Ｉ 様） 
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この音源では、一見テクニック・ノウハウを語っていらっしゃるようでい

て、その実もっともっと深く広い「あり方」を学ぶことができます。 

タイトルの「書く力」。 

これに惹かれて購入した上阪徹さんのセミナー音源でした。 

 

しかし繰り返し聴くごとに、書くだけでも聴くだけでもないとても貴重な

内容であることを感じます。 

 

上阪さんが語るのは、ビジネスマンとして、1 人の大人として、他者とよい

関係を結ぶための心構えやあり方だと捉えました。 

 

そうして築いた良好な関係の表現方法が上阪さんにとっては「本」という形だっ

たのだと。 

 

職業として「書く」必要がないから、と手に（耳に？）しないのであれ

ば、その判断は非常にもったいない！！ 

 

と、進化論のメルマガをお読みの方々に限らず、多くの人に強くおすすめしたい

音源です。 

 

私はノートを取りながら聴きましたが、せっせと書き込んだノートをめくりなが

ら再聴するたび、 

 

「ここも刺さる！」 

「そういえばこれも大切だ！」 

 

と、ノートに書き足すことも少なくありません。 

 

この音源では、一見テクニック・ノウハウを語っていらっしゃるようでい

て、その実もっともっと深く広い「あり方」を学ぶことができます。 

 

また、話の中で引用された上阪さんの著作の一節にとても強いインパクトを残し

たフレーズもあり、特に私は養老孟司さんのエピソードで伺った、 

 

「ドイツ人校長の講話」 
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には強い感銘を受けています。 

 

はっきり言って、この金額でこの内容を聴けるのは安いです。 

極めて投資対効果の高い音源と言えるでしょう。 

 

鮒谷さん、この度はすばらしい音源を販売してくださり、ありがとうございま

す。 

 

またセミナーでお目にかかれる日を楽しみにしております！  

（シナジーマーケティング株式会社 禿 力也 様） 
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通勤電車で流し聞き・・・のつもりが、グイグイ引き込まれるように上阪

さんの語り口に没入していきました。  

セミナー音源聞きました。聞く力・書く力を上げるための技術を知りたいと購入

した音源。通勤電車で流し聞き・・・のつもりが、グイグイ引き込まれる

ように上阪さんの語り口に没入していきました。 

 

内容は、何となく知ってたけど言われたくなかったことのオンパレードでした。 

例えば 

 

「自分を大きく見せない」 

「うまく書こうとするな」 

「自分が書きたいことが相手が知りたいこと、ではない」 

「話す相手に寄り添うように聴く」 

 

つまり私は 

 

「自分を大きく見せようと」 

「うまいこと書くこと（言うこと）に時間を費やし」 

「自分が書きたいことを書き（言いたいことだけを言い）」 

「結果、相手に寄り添えない」 

 

そんな人間なのだと自覚できました(泣)。 

これまで自分が人の話を聞けない・理解できないのは、耳や脳が人より悪いから

だと本気で思っていましたが、違いました。自分を大きく見せることに腐心し

て、相手に寄り添わないのが根本的な原因だとよくわかりました。 

 

まずは相手の立場に立って聞くことから始めます。さらに余裕があれば、「お客

様のお客様を意識して」もっと寄り添って聞くようにします。 

そして自分を大きく見せることなく、素の自分で勝負していきたいと思います。

（少し怖いけど） 

今回は大きな気づきの機会を与えてくれて、ありがとうございました。  

（Ａ．Ｈ 様） 
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以前は何故これが伝わらないのか？と考えてしまっていましたが、最近で

は、自分の伝え方をどうすれば相手に伝わるのか？というように考えるよ

うになってきました。  

鮒谷様 

 

上阪徹さんのセミナー音源を提供いただきましてありがとうございました。 

 

自分の血肉になるように何度も繰り返し聞いております。 

その中で印象に残った部分としては 

 

・聞かれることでアイデアが出る。 

・忘れるのは当たり前、だから書いておく。悩みモヤモヤを描き出すとすっきる

する 

・優れた経営者、リーダーは聞き上手。→本人に気づかせてくれる。自ら伸びる

ようになる 

・本心は顔、立ち振る舞いに出てしまう。 

・緊張するのは、自分をよく見せようとするからだ。→よく見せようとしても相

手にはバレる。 

・社長は人間力があり、偉そうにしない。部長レベルではそういう人もいる。 

・人があったことがない人のことを言っている時、やったことがないことを言っ

ている時は信用しない方が良い。 

 自分の目で確かめる。人からの情報では２次情報、想像がはいってしまってい

るから。 

・形容詞を使わない。→事実を使う。 

・大事なのは中身、文章ではない。人は読みたがらないから、わかりやすい文章

を書く。 

・素材を整理し、ピックアップしておく。 

・うまく書こうとしない、話すように書く。起承転結ではない。 

・人の悪口は自分に返ってくる。 

・うまく書こうとしても相手にバレてしまう。それよりもわかりやすい文章が良

い。 

・読むことが嫌いな人へ描く、前提として難しい文章は読まない。 

・評価するのは自分ではなく相手。 

・聞き手の相場観を意識する。 

・話だけではなく目で見たものをメモする。そうすることで臨場感が湧くように

なる。 
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・聞くことでしゃべりも上手になっていく。 

・縁を大切にすることでどこでつながっていくか分からない。 

・感謝の気持ちを持って、教えてくださいという姿勢で行く。それで嫌な気もち

になる人はいない。 

 

全体を通して改めて感じたことは、自分がどうだではなく、相手（聞き手、読み

手）の為にどう出来るかということであり、そのために真剣に聞く、そこから書

く素材も入手できるようになる。人に感謝するという気持ちがあるから、相手に

とってどうすれば良いかを考え、実践できるようになる。 

 

ということではないかと思いました。 

 

上記を意識することで、以前は何故これが伝わらないのか？と考えてしまっ

ていましたが、最近では、自分の伝え方をどうすれば相手に伝わるのか？

というように考えるようになってきました。 

 

まだまだ、自分のコミュニケーションに課題が満載ですが、上記を意識して実践

することで改善して行こうと思います。  

（Ｋ．Ｓ 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

 

「聞く」ことを意識したセッションを早速実行していくと、新規さまの体

験からの成約、既存のクライアントさまのリピート率が更にアップしまし

た！  

鮒谷様、およびスタッフの皆様 

 

鮒谷様とは「日記の書き方放談会」にてお会いしたことがありましたが、この度

初めて音源セットを購入致しました。 

 

なぜなら音源は学ぶに場を必要としないこと、繰り返しに耐えうることに加え

て、メルマガ読者の圧倒的な数のご感想とそのお声の内容、そして鮒谷さんによ

るディスカウント期限のカウントダウンに見事ノックアウトされてしまったから

です。（笑） 

 

膨大なメモを取りながら一通り聴き終えた後の感想は、 

 

「あの時ノックアウトされて（購入して）良かったな～！」 

 

です。 

 

私は一昨年より独立してフリーランスのパーソナルトレーナーとして活動してま

す。 

トレーナーというととかく運動指導における知識・技術が最も大事だと思われが

ちです。 

 

もちろんそれらも持ち合わせてしかるべきですが、まずはセッションを受けても

らい、継続してもらうことにおいて必要なことはクライアントさまとのコミュニ

ケーションに他ならないです。そのコミュニケーションにおいて最も大事なこと

は「聞く力」だと再認識致しました。 

 

熱心なトレーナーほどともすると自分のしたい指導、自分の話したい説明に終始

しがちです。 

 

しかしそれでは自己満足のセッションに終わってしまい、クライアントさまが心

から満足して下さったとはおよそ言い難く、それ故にリピートに繋がらないとい

うケースは後を絶たないです。（これはパーソナルトレーニングに限らず、あら

ゆるコンサルなどにおいても同様ですよね。） 
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その為にも「聞く」際の心得、スキルを身につけることはクライアントさまに好

印象を持ってもらいセッションを円滑に進め、またリピートしてもらうためにも

欠かすことは出来ません。 

 

具体的な内容におきましては過去のご感想にも多々ありますし、ここでつらつら

と並べるのは割愛致しますが、私は逐一 

 

「これは初回のカウンセリングにおいてこのように使えるぞ、トレーニン

グの指導においてはこう応用できるな」 

 

などと想像しワクワクしながら聞いていました。 

 

そうやって「聞く」ことを意識したセッションを早速実行していくと、新

規さまの体験からの成約、既存のクライアントさまのリピート率が更にア

ップしました！ 

（それも特別なことをした訳ではなく、ただ「聞く」ことによって何より

も相手から信頼を得たからだと考えます。） 

 

それだけで既に音源の元を取って余りある収穫だったことは言うまでもあ

りません。 

 

この音源を機に他の音源を聴いたり、実際にセミナーの参加をとおして、

更なる学びとリターンを得ていきます。 

 

この度はありがとうございました。  

（パーソナルトレーナー 中野 茂徳 様） 
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この度の上阪徹氏のお話しも想像を大きく上回る世界が展開されていまし

た。  

鮒谷周史さま 

大塚さま 

坂元さま 

スタッフの皆さま 

 

いつも本当にありがとうございます。 

 

ついさっき気がついたのですが（自分で言うのもどうかと思いますが）そもそも

なまけもので飽きっぽいわたしがいまだに毎日メルマガを読み続けているのは平

成進化論の中に憧れる大人の世界があるからです。 

 

この度の上阪徹氏のお話しも想像を大きく上回る世界が展開されていまし

た。 

たくさんの興味深いエピソード（とりあえずロールケーキいただきました）ユー

モアをからめてすごい早口でたっぷりなんてサービス精神の豊かな方だろう！と

思いました。 

 

五感、目的、構成、幸せの定義、文章の定義、事実、数字、形容詞を使わない、

人の役に立つことを仕事という。 

 

あっという間に 2 週間経ってしまいました。 

このまま送らせていただくことお許しください。 

ありがとうございました。  

（Ｃ．Ｋ 様） 
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文章の作り方もそうなのですが、講演の合間に挟まれる著名人のエピソー

ドも大変参考になり、エピソードそのものに引き込まれ、時間のたつのも

忘れて聞いていました。  

上阪徹氏の「聞く力」「書く力」の講演を聞いて 

 

全体に目的意識のはっきりした内容だと思いました。まさに、上阪さんが大

事にしていらっしゃる「読んでもらうための一番大事なこと」は目的であるとい

う部分ですね。 

 

私は文を書くことは好きですが、書き出すまでに時間がかかっていました。 

そのことを特に掘り下げて考えたことがなかったのですが、お話を聞いてなん

だ、なるほどなあと実に単純だったことに驚き、そして安心しました。 

 

要するに素材をそろえればよいということなんですね。 

ただ、どんな素材を集めたらよいか、どんなときにどんなメモを取るかは自身の

センスが問われるところですが。 

 

思えば、生活の中の「なんでかな？」ということにいかに無頓着に過ごしている

かということなんですね。直接困ることではないから、見過ごしているのだと思

います。 

 

でも、それが積もり重なって、思わぬ形でうまくいかないことが起こったり、不

調に見舞われることはもしかしたらこういうことなのかもしれません。 

 

文章の作り方もそうなのですが、講演の合間に挟まれる著名人のエピソー

ドも大変参考になり、エピソードそのものに引き込まれ、時間のたつのも

忘れて聞いていました。 

 

かなり長時間の講演で、感想を「書かねばならない」というプレッシャーもあっ

たのですが、「興味深かった」という事実を、書かせてもらったらいいのだと思

うと、途中から楽しんで聞かせていただくことができました。 

 

とはいえ。 

上阪さんのような「わらしべ長者」はやはりなるべくしてなられたものでしょ

う。 

やはり、運のつかみ方もお上手だったのだと思います。 
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そのようなチャンスに「無頓着」で、ふだんをぼんやり過ごしているものにはめ

ぐってこないものだな。 

 

我が身を振り返ってつい、ぼやきたくもなるのですが、なにしろ上阪さんの、人

を幸せにし、人の役に立つ、人に共感してもらいたいという伝え方に心が温ま

り、またもう少し頑張ってみようと思いました。 

 

このような貴重なお話を聞く機会をご提供くださいまして、本当にありが

とうございました。  

（音楽講師 Ｋ．Ｓ 様） 
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その内容はさすがとしか言いようがない、実体験に即したわかりやすい内

容。さらに、親しみやすさを感じるその語り口に、圧倒的な時間にもかか

わらず、終始あきもせず、むしろ楽しんで聞き通すことができました。  

いつも、貴重な学びをどうもありがとうございます。 

まず最初に、その情報量にびっくりいたしました。初めは時間のことをあま

り気にせず注文したのですが、いざ聞き始めると５４２分という時間の長さに、

（良い意味で）圧倒されました。 

 

そして、その内容はさすがとしか言いようがない、実体験に即したわかり

やすい内容。 

さらに、親しみやすさを感じるその語り口に、圧倒的な時間にもかかわら

ず、終始あきもせず、むしろ楽しんで聞き通すことができました。 

 

丁寧な、誠実な姿勢が至る所から感じられ、あったこともない上阪さんのお人柄

に一気にファンとなり、引き込まれていきました。 

聞くこと、書くことが苦手な自分も、なんか肩の力が抜け、少し聞くこと

書くことが身近に感じられます。 

 

音源のメリットは何度も聞けること。 

自分の体にしみ込むよう、これからも繰り返し聞かせていただこうと思い

ます。 

 

今回は、どうもありがとうございました！  

（Ｈ．Ｍ 様） 
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この音源を何度も何度も聞いて無意識レベルで実践できるまですりこんで

いきたいと思います。  

鮒谷様 

スタッフの皆さま 

 

「上阪徹さん音源セット」販売、ありがとうございました。 

音源拝聴後、大変なことになっています。 

 

・「聞く」という事に真剣に向き合いたい 

・とにかく一人でも多くの人に会い音源の内容を一つ一つ実践、訓練していきた

い 

 

という感情がとめられず、これまで、「あの人はちょっと...」と思っていた

人でさえ会うのが楽しみでならなくなりました。 

 

そんなわけで、感想文の提出が期限を過ぎてしまいました。申し訳ありませんで

した。 

 

この感想文を書こうと、レジュメを見返したところレジュメがメモで真っ黒

になっており、その全てが貴重な学び、気づきでもはやその一部をピック

アップすることは不可能になっています。 

 

この音源を何度も何度も聞いて無意識レベルで実践できるまですりこんで

いきたいと思います。 

 

上阪さんは、インタビューをされた多くの方々を例に何度も何度も、大成功して

いる人こそ、謙虚できちんとされている と、仰っていますが、なかなか謙虚に

なりきれないことが悩みの私にとって 聞くことを極めることで、謙虚な人格が

形成されその謙虚さが縁を紡ぎ、その縁を大切にすることで豊かな人生を手に入

れることができる と考えることで、人格改善ができるような気になっていま

す。 

 

ここまでは、主に「聞く力」編への感想なのですが「書く力」編では、「聞く

力」編で語られた基本的な姿勢をベースにそれをどのようにアウトプットすれば

良いのかについての、圧倒的な学びの数々で、こちらもレジュメは真っ黒、

書きたくて、書きたくてたまらないという状態です。 
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ここまで圧巻で具体的な学びを得ると人間はすぐに実践してみたくなるの

だなあとつくづく感じています。 

 

実践に役立つ怒涛のような学びの数々だけでなく 音源の中で上阪さんがご紹介

されている 稲森和夫さん、養老孟司さん、野田和夫さん、孫正義さん他、大勢

の方々とのインタビューからのお話はどれもが、誰かに伝えたくなる内容

ばかりで学びの宝庫の音源を手に入れられたことに感謝しています。 

 

上阪さんは、良質の映画、雑誌、書籍に触れることの大切さを語られていました

が、 「インベスターZ 全巻セット音源」から「目標設定三部作音源」を経て

「今回の上阪徹さん音源セット」までまさに私の人生を大きく変える良質の

音源となりました。 

 

鮒谷さん、三田さん、上阪さん、ご三名がそれぞれのお言葉で語られている内容

にもかかわらず お話の本質は根底で繋がっているように感じられ三名様とも

に、敬語の使い方が非常に綺麗で質問者に対し「なるほど」と同じ対応をされる

など他者への自然なリスペクトが溢れ出ており、この三シリーズの音源には、

「定性目標を設定することの効能」 という共通テーマが横たわっているように

感じました。 

 

これらの音源を繰り返し、繰り返し聞き続けることで学びの内容を身に着けるこ

とは勿論、ご三名のような人格に少しでも近づけるよう一分一秒を大切に生きて

いきたいと強く思っています。 

 

ありがとうございました。  

（Ｙ．Ｋ 様） 
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上阪様が取材をインタビューをされたときのお話が多くご紹介されていた

のですが、どのお話も「昨日聞いてきたばかりなのかな」と思ってしまう

ほど臨場感たっぷりに、嬉々とお話されていたのが印象的でした。  

このたびは上阪様のセミナー音源を聞かせていただきありがとうございました。 

 

以下特に印象に残った言葉を書かせていただきます。 

 

「聞く力」 

 

・話を聞かせてくれることに感謝する。 

・興味をもって相手の話を聞く。 

 

話を聞く際の大前提でありながら、できていないこと痛感しました。 

聞く姿勢の不十分さは自身の学びにならない上に、相手にも伝わってしまうこと

を肝に銘じます。 

 

「書く力」 

 

・"お客さんのお客さん"のことを考える。 

 

目的は読者に喜んでもらえることだから、依頼主とは対等な関係であるべき。 

書くことに限らず、どんな仕事にも通じる言葉だと感じました。 

 

・"良い文章"が何か定まっていないのに良い文章は書けない。 

 

自分の文章に手を入れても入れても良くなった気がしない。 

そう感じるときが多々ありましたが、「自分にとっての良い文章」が定まってい

なかったからと知らされました。 

お手本となる文章を定期的に読む環境をつくることが必須なので数日中には書店

に足を運んでみます。 

 

それからセミナー音源全体を通してですが、上阪様が取材をインタビューをさ

れたときのお話が多くご紹介されていたのですが、どのお話も「昨日聞い

てきたばかりなのかな」と思ってしまうほど臨場感たっぷりに、嬉々とお

話されていたのが印象的でした。 
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一度聞いただけではとても消化しきれませんので、重ねて聞いて、日常の姿

勢、態度、心構えに染み込ませていきたいです。 

 

改めまして、充実の音源をありがとうございました！  

（Ｍ．Ｆ 様） 
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上阪さんが言っていた、書くことは頭から絞り出すのではなく集めてくる

ことから始まるということを聞き、まさに目からウロコという感じでし

た。  

遅くなりまして申し訳ありません。 

メモを取ってから感想を書きたいと思いながらもなかなかまとまった時間が取れ

ませんでした。取り急ぎ断片的な感想になりますが、送信させていただきます。 

 

今回の音源の購入もかなり迷いました。前回の目標設定の音源も迷った上で

の購入でしたがかなり得るものがあったため、今回も迷いながらも購入に踏

み切りました。 

 

聞いてみてまず感じたのは、上阪さんの口調が鮒谷さんの軽妙な語り口に似てい

るなということでした。一流の方から感じるオーラがお二方に共通している

のかもしれないとも感じました。まだそれほど聞けてませんが聞けば聞く

ほど気づきが得られるような印象を持ちました。 

 

特に上阪さんが言っていた、書くことは頭から絞り出すのではなく集めてく

ることから始まるということを聞き、まさに目からウロコという感じでし

た。 

 

具体的な話が多くメモを取りながら聞くのが本当に楽しみです。 

なかなか実行が伴わない部分も多いですが、一つでも行動を積み上げて行きたい

と思いました。 

 

ありがとうございました！  

（Ｈ．Ｉ 様） 
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それぞれのテーマを話される際に、インタビュー時の出来事やご自身の経

験をお話しいただけるので臨場感をもってその様子をイメージできまし

た。  

ようやくではありますが、上阪さんの聞き方、書き方セミナーを聞かせていただ

きました。ありがとうございます。 

 

聞き終えた時はぐったりするくらい内容が濃かったです。 

 

それぞれのテーマを話される際に、インタビュー時の出来事やご自身の経

験をお話しいただけるので臨場感をもってその様子をイメージできまし

た。 

そのおかげで、なぜそのようなお考えにたどり着いたのかとてもわかりやすかっ

たです。自分の場合おっしゃっている本質を理解するには何度も聞きこむ必要が

あると思います。ですが、自然とできるようになるまで聞き込み、実践していき

たいと思いました。 

 

聞く、書く、話すということは当たり前のように毎日行っていますが、い

かに自分が手を抜いていたのか思い知らされました。相手のことをいかに思

いやれるか、感謝できるか、謙虚になれるか学ぶ姿勢で臨めるか、興味関心を向

けられるかなど大事なことが多く見つかりました。 

 

日々試行錯誤ですがコミュニケーションの意識が変わったような気がしま

す。 

ただ、一つ残念だったのが音源ではお話しされている上阪さんの表情が見えない

ことです。受講生の方からも表情などについて質問が出ていましたが拝見してみ

たかったです。 

 

やはりこれは、その場に行った人だけの特典なんでしょうね。 

ありがとうございました。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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事業を起こすにしろ、自分の会計事務所を開設するにしろ、サラリーマン

を続けるにしろ、その他プライベートでも、人とコミュニケーションを取

る為に必須の力を詳細にご教示頂いたことは、今後の私の人生にとって非

常に大きな価値があると確信しております。  

聞く力、話す力も、いずれも根底にあるのは、相手の立場に立つことが大前提で

あるのだなと知らされました。 

 

当然、相手の立場に立つ重要性は、これまでもビジネス書で読んでいたことです

し、人から聞いたこともあることでしたが、様々な事例を通して上阪さんはお

話くださったので、そのことが、重みをもって、私の心に響きました。 

 

あとは、相手によってこちらの話し方も変える必要があるということが、特に心

に残りました。 

 

これも、相手の立場に立つという所から来ることかと思いますが、自分が普段全

くできていないと感ずることであったので、特に印象的でした。 

 

事業を起こすにしろ、自分の会計事務所を開設するにしろ、サラリーマンを続け

るにしろ、その他プライベートでも、人とコミュニケーションを取る為に必

須の力を詳細にご教示頂いたことは、今後の私の人生にとって非常に大き

な価値があると確信しております。 

 

様々な貴重な情報を配信してくださる鮒谷さんや皆様には、非常に感謝し

ております。 

 

今後ともどうぞよろしくお願い致します。  

（株式会社日本医療機器開発機構 経営管理部長 公認会計士 川本幸司 

様） 
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早速、人と出会うとき、関心をもって、質問をして聞くに徹することを開

始しましたが、意識してやりはじめたところで、次々に、変化が現れ、速

効性は期待していなかっただけに、その結果がでる早さに驚いています。  

目標達成の 3 部作を聞かせて貰い、その気になって動き始めていた、、、 

という、まさにその段階で、高速 PDCA を回すにも、ホームラン級の人と

の出会いを増やしたいし、その方々からの膨大な学びが必要だな、と痛感

していた矢先、この音源のご案内でした。 

 

日々繰り返される活動の一瞬一瞬は、人と人の出会い（コミニケーション）の繰

り返しと積み重ねです。職業柄、人へ何かを伝える書き物が多いこと（教科書だ

ったり、雑誌投稿だったり）、それも、そうなのですが、加えて、メールの一通

一通まで、やはり、書き物なのだな、と。 

 

聞く力とか、書く力という、基本の足腰がフラフラした状態で目標達成に挑んで

も、効果は薄いことは明らかで、と思いつつも、今まで、これを体系的に学ぶチ

ャンスがありませんでした。 

 

正直なところ、購入のボタンを押したのは、音源購入期限のカウントダウンが終

わる 1 時間前のことでした。迷いの理由は、 

 

「聞いたり、書いたりする力というのは人それぞれであって、共通の型は無い」 

 

と思いこんでいたため。そして、人からノウハウを聞いても、たぶん、耳学問で

終わるな、、、と思ってしまったため。しかし、見出しがワクワクさせられるも

のばかりでうーん、知りたい、「ポチっ」と押しておりました。 

 

上阪さんの音源を聞かせていただき、率直に、ここで紹介されていた内容

は深い人間観に裏打ちされた、凄まじい正攻法であり、小手先の技術とは

縁遠い、芯からの変革を促すものでした。しかも、細かい、それぞれ具体

的な事象を通してお話くださり、ばっちり、記憶へ定着しました。 

 

聞く力にも書く力にも、確実に共通の「型」が存在することがわかりまし

た。この型というのは、技術ではなく、心得とか姿勢とか、もっと深いと

ころでの「型」であることがわかりました。 

 

世の中に溢れる、コミニケーション力向上の本がいかに、小手先の技術の
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みを紹介しているか、がわかります。幾つも細かい気づきは、ありました

が、その中でも、人に話すように書く、という部分。多くの人が、こういう文章

書き方は面白くないな、と思いつつも、抜け出せない中、上阪さんの手法は、決

して、人間の心理や感情に逆らわずそれに心地よく届くように文章を書くところ

に徹しておられる点。とても感銘を受けました。 

 

霞が関文学、ならぬ、研究者文学、という文体があり、誰も得しないにも関わら

ず、やたらと難しい文章（形容詞や慣用句を連発して自己満足に浸るアホみたい

な文学）を書くのが、理系研究者の文化です。 

 

前々から、誰も読んでもわからないし、つまらないよな、と思っていました。一

方、研究者も、話してみると面白い人も圧倒的に多いのだから「話すように書け

ば」もっともっと、面白くなる、と確信しています。 

まずは、自ら実践していこうと思います。 

 

あと、自分を大きく見せる必要など全くないこと。早速、人と出会うとき、関

心をもって、質問をして聞くに徹することを開始しましたが、意識してや

りはじめたところで、次々に、変化が現れ、速効性は期待していなかった

だけに、その結果がでる早さに驚いています。 

 

とはいえ、挨拶、言葉遣い、姿勢、など人に接する態度は日々の修養こそが肝心

で、付け焼刃で身につくものではなく繰り返し繰り返し、気を入れてやる以外に

習得の道もないこともハッキリわかりました。 

 

細かい技術的なことも紹介いただきましたが、やはり、根源のところで、近道は

ないことを繰り返し教えて頂いた気持ちです。 

このたびは、本当に素晴らしい音源をありがとうございました。 

 

それにしても、各種の音源が、それぞれ別個のものではなくダイナミックに

連動しているところにとても驚いています。  

（在シンガポール 大学教員 Ｓ．Ａ 様） 
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「聞く力」「書く力」に加えて「話す力」のようなものもこの音源から学

ばせていただいたような気がします。  

「聞く力」と「書く力」 

 

私の仕事が、インターネットや広告を中心に集客をし、ご来店いただいた方と接

客をして商売を行うモデルであるために、「聞く力」と「書く力」の重要性を

肌で感じているので、上阪さんの音源を、自分の商売に当てはめながら聞

かせていただきました。 

 

色々と書き出すとキリがないのですが、特筆すべきことを１つ。 

 

「聞く力」の音源を聞いて、早速、お客さまとの接客に活用してみまし

た。 

ひたすらお客様の語りに耳を傾ける。 

どうしてもクロージングしたいがゆえについつい、こちらが一方的に話してしま

うことが多いのですが、グッと我慢に我慢を重ねて、相槌を打ちながらお客様の

言うことに耳を傾ける。面白いものですね。だんだんとお客様が自分で話を進め

ながら、心地よさを感じられたのでしょうか？ 

私が何も言わずままに成約（笑） 

 

これがたまたまかもしれませんが、この成功体験を確証に近づけるべく、「聞く

力」に磨きをかけていきたいと思ってます。 

 

このように音源でお話されていた内容が、即実践につなげることができる

のが、音源の価値かもしれませんね。 

 

あと、この音源を聞いて強く感じたこと。 

語り口が上阪さんと鮒谷さんと似通ったところがあるなあ～とは思ったのです

が、 

 

その中でとても印象深いのが、語りの中にも行間があること。 

 

基本一方通行に近いセミナーだとは思うのですが、レジュメに沿ってタイトルを

お話された後に、数秒の間を取られるんですね。 

 

意識されてるかどうかは定かではないのですが、あの数秒の間に、自分の頭で考
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える空間ができるんですね。ちょうどその作った空間に、話が入り込んでくるっ

て感じとても心地よく聞かせてもらえたと思います。 

 

「聞く力」「書く力」に加えて「話す力」のようなものもこの音源から学

ばせていただいたような気がします。 

 

この音源で得たものを自分の習慣にできるように、意識して取り組んでいきたい

と思います。 

 

ありがとうございました！  

（箕面のちいさな宝石屋 越野 泰明 様） 
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挙げだすと切りがありませんが沢山の気付きを得ることができました。  

この度はすばらしい音源をありがとうございました。 

 

「聞く力」、「書く力」それぞれ興味深く聞かせていただきました。 

中でも以下について色々と考えさせられ、良い学びとなりました。 

 

・「文章は慎重に扱わなければいけない」 

これは自分自身、海外赴任という立場上、日本との主なコミュニケーション手段

は、メールになります。メールは送ってしまうと取り返しがつかないので相手に

カチンとこない内容になっているか気をつける必要がある。 

やっかいなメールは直ぐに送らず 1 日寝かせて推敲してから送るようにする。 

それでも可能な限り電話したほうが良いなどなど、メールは怖いものと再認識す

る良いきっかけになりました。 

 

・「カルビーの話し」 

これも海外で働いている関係上、いかに日本側とうまくコミュニケーションを取

り仕事をしていくかが直近の課題であり、「遠隔地での働き方改革」というキー

ワードでアンテナが立っていたためカルビーやマイクロソフトをキーワードに、

調査項目が広がり、思いがけない副次的効果を得ることができました。 

 

インタビューしてもらうことから書籍のネタを創出しているという話しがあった

ように、アイデアは会話の中から生まれるものと最近は痛感しており、海外と日

本の時差がある中で、どのように密度の高い会話をし、イノベーションを起こし

ていくか？自分自身の興味に火をつけていただいたきっかけにもなりました。 

 

・「必ずメモを取る」 

人間はそもそも記憶できない生き物である。 

だから忘れないうちにメモを取る。 

 

人間誕生の頃からの裏付けを元にした情報だっただけに自分の記憶力のなさに妙

な安心感を覚えたと共に、最近、ジョギングの最中にアイデアが思いつくことが

多く、しかし走り終わった頃にはきれいに忘れており、どうしたものかと考えあ

ぐねておりました。そんな中、この話しを聞くことでボイスレコーダーを使おう

と思い立ち実践することができました。これも上阪さんの話から、どうやってメ

モを残そうかと考えさせられた効果だと思っています。 
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・その他、 

「苦境を切り抜けるパワー」 

「ドトールコーヒー220 円物語」 

「一生、幸せになれない人とは？」 

「人事面接からの子育て論」 

 

などなど、挙げだすと切りがありませんが沢山の気付きを得ることができ

ました。 

 

どうもありがとうございました。  

（自動車メーカー・海外在住 Ｔ．Ａ 様） 
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これまで意識して考えられていなかった、あるべき姿勢を学べたととも

に、上阪さんのご経験を通じて、ご縁を活かせる人間力の築き方のような

ものを教わった気がしました。  

鮒谷様、スタッフの皆様 

 

この度は、上阪徹さんの「聞き方」「書く力」セミナーの音源を拝聴する機会を

頂き、ありがとうございました。 

 

私自身、少なからず人の話を聞いて、とりまとめるという業務が日々ある中で、

これまで意識して考えられていなかった、あるべき姿勢を学べたととも

に、上阪さんのご経験を通じて、ご縁を活かせる人間力の築き方のような

ものを教わった気がしました。 

 

私は聞くことに関して、これまで受動的な事柄であるというイメージにとらわれ

すぎていたように思います。 

 

上阪さんのお話からは、目的意識を持って、相手への関心を示し、話しやすい空

気感に配慮しながらも、綿密にインタビューの流れや時間配分を計画し、ストレ

ートに懐に入っていかれている様子が伺えました。自身をふりかえると、ともす

ると、素材としての情報を得ることのみに腐心し、相手を理解するという意識が

いささか欠けていたように反省するところですが、上阪さんは相手視点であるか

らこそ、深いところに入っていけるだけでなく、意識していなかった気付きをも

たらすことができ、信頼を得ていらっしゃるんだろうと思います。 

 

書くことも同様で、読み手を強く意識して"相場感"を大事にし、何を伝えたいの

かを明確にしようとなされている姿勢が、相手に素直に響く文章になるんだとい

うことが分かりました。 

 

もちろん、お話の中には今すぐにも使っていきたいと思えるテクニックもふんだ

んに散りばめられていて、とても良かったのですが、根っこのところは、目の前

の相手、仕事にひたむきに取り組もうとされる姿勢をそのまま形に表されていら

っしゃるのだと思いますし、何より、「自分を大きく見せようとしない」という

のは、人に受け入れて頂く基本だと思いました。 

 

「聞くこと」と「書く力」の仕事上の必要性から、テクニカルなものを多く期待

して購入させて頂きましたが、思いがけず「自分が、自分が」と我を優先させて
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しまっている自分の姿を顧みる機会になり、反省もするのですが、肩の荷も降り

た気がして、上阪さんがインタビューを通じてふれてこられたいろんな世界観

に、自分もふれられるんじゃないかと期待したい思いとなりました。 

 

人間力アップセミナーとして聞かせて頂きました。この度は、本当にあり

がとうございました。  

（Ｔ．Ｍ 様） 
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みなさんがおしゃっているように本当に勉強になり、普段意識しているこ

とに自信がついたこと、新たに勉強になったこと、また話す上でも新たな

気づきがあったこと、などの気づきがありました。  

音声を購入した目的は、自分が普段している授業で意識していることとプロの方

が意識していることはどれくらい違いがあるのか、ということでした。 

 

結論から言うと、みなさんがおしゃっているように本当に勉強になり、普段

意識していることに自信がついたこと、新たに勉強になったこと、また話

す上でも新たな気づきがあったこと、などの気づきがありました。 

普段の授業や子どもとの会話で、いきなり子どもが態度が悪くなったときを思い

返しても、一生懸命伝えている子どもに言ってきてくれてありがとう、という気

持ちはなかったので、その態度が直接子どもに伝わったのだとわかりました。 

 

以前、3 時間のセミナーに参加し、帰り際に鮒谷様にお聞きした、 

 

「次に何をしたらいいですか？」 

 

という質問に対して、 

 

「100 日間とりあえず日記を書き続けてください」 

「それからどんな形でもいいので、セミナーを開催してください」 

 

とのお答えをいただきました。 

実際に 3 年以上続けている日記についても、なぜやっているのかがはっき

りとわかりました。それ以前はただなんとなくダラダラ書いていただけでした

が、自分の思考を整理し、ＰＤＣＡサークルを高速で回すことの重要さが

上阪さんがおっしゃっていたこととも関連づけられていたので、改めて日

記の重要さがわかりました。 

 

まだ 2 回をメモもとらずに聞いただけなので、メモもとりながら新たな気づきを

得るために聞き続けようと思います。この度はありがとうございました。  

（小学校教員 Ｊ．Ｋ 様） 
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聞くことが仕事という上阪さんから感じられることも、仕事術、テクニッ

クももちろんですが、それ以上に人柄や姿勢から感じられることがたくさ

んありました。  

上阪徹さん「聞く力・話す力」音声セミナーを購入させて頂きました、大森と申

します。 

 

感想をお送りするのが大変遅くなり申し訳ありません。 

 

音声は継続して拝聴しております。 

 

聞く度に気づきがあり、そしてそれが膨らみ過ぎて、感想文を書くにもどこか

らから書けば良いのか悩んでしまい、しかし、せっかく「聞く力・書く力」の音

声セミナーを聞いているのに書けなくてどうするのかと一念発起をしまして、恥

ずかしながら今更ながら書き綴っております。 

 

いくつもの気づきがある中で、特に印象に残ったところは、高橋源一郎さんや浅

田次郎さんのくだりで、 

 

神様から遣わされた人々からは学んだ方が良い、 

 

と話されていたところでした。（聞く、書くとはあまり関係ないところですが） 

 

鮒谷さんのメルマガにおいても、いつも感銘を受けているのは、鮒谷さんが 

 

「神様から遣わされた人々」 

 

のひとりで、その片鱗を感じられるからなのだと思いました。 

 

聞くことが仕事という上阪さんから感じられることも、仕事術、テクニッ

クももちろんですが、それ以上に人柄や姿勢から感じられることがたくさ

んありました。 

神様から遣わされた人という後光を感じます。 

 

これを鑑みて日常をみると、全てにおいてではなくとも、特定の分野において才

能を発揮している人は確かにいるもので、そう考えると、学ぶべき「遣わされた

人々」は、わりと周りにもいるものだと感じられました。 
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（目標設定での鮒谷さんのお話でいうところの「シングルヒット級」の人なら割

と多くいらっしゃるものです） 

 

学ぶ姿勢とは、すなわち聞く姿勢でもあるかと思います。 

聞く、という言葉を表面的ではなく、深い意味で再考するキッカケを頂きまし

た。 

そして、形に囚われず、話すように書く、と言われたところにも勇気を頂きまし

た。 

 

鮒谷さんの音声セミナーシリーズは、移動中にいつも聞いて、モチベーシ

ョンにさせていただいております。 

 

今後もメルマガ等を楽しみにしています。 

 

ありがとうございました。  

（大森 剛 様） 

 

  



■当音源（ブックライター上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞）は 

こちらからお求めいただけます■ 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
 

  

最先端でご活躍されてる方の日頃意識されてることを実例を交えてお話し

いただける貴重な音源を聴けたのは、自分にとっても、意識が変わるいい

きっかけとなりました。  

上阪徹さま音源を聴いて。 

 

最先端でご活躍されてる方の日頃意識されてることを実例を交えてお話し

いただける貴重な音源を聴けたのは、自分にとっても、意識が変わるいい

きっかけとなりました。 

 

結婚式でのスピーチの例、歌にも通じることだと感じました。 

テクニックが上手なシンガーよりも。時に、技術はそれほどでなくても、妙に心

に響き、感動する歌を歌うシンガーと出会うこともあります。 

 

両者の差は、単に、歌をうまく歌おうとするのではなく、日々の歌に対する取り

組み、姿勢、気持ちの差が。自然と聞く人に伝わるのかもしれないと感じまし

た。 

 

娘さんの結婚式に、スピーチするお父さんと。 

会社の上司。 

 

思い入れ、愛情が、全然違うように。 

見えないものまで、あらわれてしまうつたわってしまうものだと認識。 

襟を正して歌にも、打ち合わせにも取り組んでいきます。 

 

企業様の周年や、記念、式典などのパーティーに呼んでいただき歌わせていただ

く事があります。その打ち合わせでいろんな経営者様とお話する機会が増えてき

ました。相手のニーズにあったご提案をさせていただくためにも。 

 

まずは、相手をよく知り、話を興味を持って伺う事。 

感謝の気持ちをもつ事。改めて肝に銘じました。 

 

色々な方とのインタビューの例の中で、 

 

「あるある。これ、困ってた。」 

 

心から共感したのは、以下の２パターン。 
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無口な方。 

ついつい反応が薄いと不安になってしまう事もあったのですが、人それぞれタイ

プが違うという事を認識し、上阪さまのアドバイス通りにやってみようと思いま

す。 

 

話が長い方。 

これは、打合せ時間が長引き、次の約束にぎりぎりになってしまう事もあり、本

当に困っていたので、このアドバイスは、とても助かりました。 

是非とも、勇気をもって、今後取り入れていきます。 

 

この音源を購入し、全部聞き終わった後に。 

※聞き終わるまでだいぶ時間が経ってしまったのですが（汗） 

 

インタビュアーとしてのお仕事の依頼がありました。 

これも何かのご縁かなと思っております。 

 

上阪様の音源を再度聞き直し、インタビュアーのお仕事にも。そして歌、音楽に

も活用していきます。 

 

貴重な音源をありがとうございます。  

（小畑孝廣音楽事務所 Jazz Vocal 伊藤 綾 様） 
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以下は 

 

上阪徹さんの＜聞く力＞＆＜書く力＞セミナー音

源のうち、 

 

＜「聞く力」編＞へのご感想（11 件）となります。 

 

■上阪徹さんセミナー「聞く力」編 

 

「コミュニケーション力は「聞き方」で変わる。 

～「話す」以上に「聞く」重要性が知られていない 

インタビュー数 3000 人超のブックライターが語る、「聞く力」を高めるためのセミ

ナー音源」はこちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362956 

 

■上阪徹さんセミナー「書く力」編 

 

「スラスラ書ける、速く書ける。ワンランク上の文章の「書き方」 

 ～月に１冊本を書く著者が説く「速い」「伝わる」文章術セミナー音源」は 

こちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5363002 

 

■上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞セミナー音源セットは 

 こちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
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私にとって、まさに「人生を変えた時間」となりました。  

先日は本当にありがとうございました。 

以下、上阪さんにフェイスブックで送らせてもらった感想です。 

 

ーーーー以下、送付分 

 

上阪さん 

 

先日は素晴らしいお話を、ありがとうございました。 

 

私にとって、まさに「人生を変えた時間」となりました。 

私は人の話をうまく聞けていないな、気持ちが飛ぶ時があるな、と自覚があり、

そこをなんとかしたいと思って今回受講しました。 

 

何がほしいかも良くわかっていませんでした。 

が、多分、テクニック的なものを予想していたんだと思います。 

 

しかし、僕が上阪さんのお話から受け取ったものは、テクニックではなく、 

「相手に対する感謝の気持ち」であり、「日常から変えること」、人生のあり方

でした。 

 

感謝の気持ちを持つ事の重要性、本番のみ頑張るのは「不可能」なので、日常か

ら変える事。暴れん坊将軍の松平健さんと勝新太郎さんのエピソードは、とても

わかりやすく、真似しようと思いました、これは僕の宝になります 

 

余談ですが、クレージーエンジニアを読ませてもらって、タイムドメイン（由井

さん）のスピーカーを買いました。昔テレビで見て、気になっていたので。 

 

本当に、ありがとうございました。今後とも、宜しくお願い致します。 

 

ーーーー以上 

 

鮒谷さんからはいつも「あり方」を教えてもらっていましたが、今回の上阪さん

セミナーはテクニックよりなのかな？と思いながら受講しました。 
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結果は、良い意味で裏切られました。テクニックももちろんでしたが、私

が学んだことは 

 

 

「感謝の気持ち」 

「日常から変えること」 

 

であり、やはり「あり方」でした。 

本当にありがとうございました。  

（Ｆ 様） 
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上阪様の音源は本と違い、歩留まりが高く、脳に定着して意識に残り続け

るため、実践まで持って行けるので、"断絶"を超えるのが、まるで加速し

たジェットコースターで小山をヒョイッ、ヒョイッっと軽く超えて行く軽

い感じでした。  

まだすべて拝聴しておりませんが、上阪様の音源を３時間拝聴させて頂き、効果

を感じています。 

 

実際に実践され、ズバ抜けたスキルを持つプロの口から直接発せられる言

葉は、説得力と重みが違います。 

似たような内容の本を何度か読んでも変わらなかったので、購入を躊躇し

ておりましたが、まったく別次元です。 

 

鮒谷様のフォローアップセミナー音源の No.1「変化・熟達のプロセス」で、無

意識的無能 → 意識的無能 → 意識的有能 → 無意識的有能 

の説明がありました。 

 

音源購入を決意 → コミュニケ—ションセミナー音源を聞く → （"断絶"（いわ

ゆる畳の上の水稽古からの脱出）） → 実践し、体で理解し、反復する →体得

する。そしてこのプロセスを繰り返す、になるかと思います。 

上阪様の音源は本と違い、歩留まりが高く、脳に定着して意識に残り続け

るため、実践まで持って行けるので、"断絶"を超えるのが、まるで加速し

たジェットコースターで小山をヒョイッ、ヒョイッっと軽く超えて行く軽

い感じでした。 

 

例えば、音源を通勤途中に拝聴させて頂いたなかで、下記が意識に残りました。 

 

・５W1H で聞く 

 Yes/No で答えられる質問では会話は続かない。 

 

どこかで何度も聞いたことがあるようなセリフで、常識のように思っているんで

すが、実践しないんですよね。なぜかというと、本を読むと、should（すべき、

したほうがよい）なので。 

でもその道のプロが実際に使っている実例をご本人の口から直接聞くと、

自分も使いたくなるんですよね。want to (したい）が生まれたのです。 

 

目標設定音源の中で、＜心が動かないと人は動かないから行動ができない＞とい
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うのは、コミュニケーション能力を向上させたいという目標設定も同じなのです

ね。 

 

早速昼食の時同僚との会話で試してみましたが、まるで同僚に対して自分

が取材記者になったような感じで会話が弾み、上阪様がおっしゃっていた

ことを体で理解することができました。 

仕事、プライベートで何度も反復して"無意識的有能"の領域まですぐに持

っていけそうです。 

 

しかも音源なので、何度も拝聴して意識に上げ続け、１つ体得したら次、

次、次次次、と変化・熟達のプロセスをグルグル回し続ければ、やがて音

源の内容をすべて体得できる気がしております。 

これが本だと多分、本を購入を決意 → コミュニケーションについて本を読む 

→ いい話だなと感じる → 心は躍らず、また歩留まりが悪いので意識に残らず"

断絶"を超えることはない → 頭でわかって体でわかってないから何も変わらず、

いい話で終わる、となります。実際わたしはそれを続けていました。 

 

目標達成音源、フォローアップ音源（6 本セット）は、迷わないように、もしく

は迷ったときに全体を俯瞰するための地図を渡して頂く「基礎編」、上阪様の音

源ではその地図を頼りにまず宝島で宝探しをやってみる「実践編」のよう

な感覚があります。  

（Ｍ．Ｋ 様） 
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実際、上阪さんがされている、相手が気持ちよく話せるような配慮、事前

準備をお聞きして「聞く」ってこんなに頭を使う行為だったのかと驚いて

います。  

これまで誰かと話をしていて会話が続かないと、 

 

「どうしたら楽しく（気持ちよく）話してもらえるのかな？」 

 

と思っていたので、プロの「聞く」テクニックを知りたくて申し込みました。 

実際、上阪さんがされている、相手が気持ちよく話せるような配慮、事前

準備をお聞きして「聞く」ってこんなに頭を使う行為だったのかと驚いて

います。私の「聞く」は完全な受け身だったけれど、「聞く」って積極的な行為

だったんですね。 

 

・質問内容、聞きたいことをイメージ、設計しておく。 

・相手が答えやすい質問をする。 

・何のための場なのか、どんな読者のために、何を知りたいのかを伝える。 

・話しやすい空気を作る。 

・相づち、うなずきを使う。相手の言葉を繰り返す。 

・メモをとる。 

・相手に関心を寄せる。 

・この相手にこの話は相応しいか、世代の関心ならこの角度で、とかを考える。 

・詰問にしない。 

 

特に「詰問にしない」はグサッと刺さりました。 

以前「尋問されているようだった」と言われてしまったことがあって・・・ 

たくさんありすぎて（笑）時間はかかりそうですが、一つずつ、できることから

取り入れていきます。 

 

音源なので、好きな時に聞き返せるのはありがたいです。 

繰り返し聞いて、自分のものにできるよう頑張ってみます。 

ありがとうございました！  

（Ｍ．Ｋ 様） 
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聞く力が大事」とはよく言われる言葉だが、ここまで説得力を持った内容

の本やスピーチには滅多に出会えないと思う  

・仕事で作業に集中している間、何回もリピートしています。これは血肉にし

たいコンテンツである 

 

・「聞く力が大事」とはよく言われる言葉だが、ここまで説得力を持った

内容の本やスピーチには滅多に出会えないと思う 

 

・よくあるコンサル的な、綺麗な言葉で並べた机上の空論ではない 

 

・間違いなく全ての業界、全ての職種で必要なスキルの話である 

 

・聞く力をさっそく意識して仕事で実践してみているが、明らかにコミュ

ニケーションの質が変わった手応えがある。 

 

・転じて、私自身の言葉にも説得力が増した感触がある。 

 

・こちらが話をよく聞くので、相手もこちらの言葉に耳を傾けてくれる気がする 

 

・・・と、ここまで購入してから 5 日間くらいの実体験です。 

 

おそらく、日々成長したいと思われている方であれば「聞く力」の重要性はどこ

かで聞いて、一定理解して実践しているかとは思いますが、日々の業務の中でつ

いつい忘れていってしまい、そして自分の意見を話す事が主になっている方はた

くさんいらっしゃるかと思います。私もそんな中の一人だと気付かせていただけ

ました。主従が逆だと。 

 

こちらの音源はそんな自分を戒め、気付かせて、改善させてもらえる極上

のコンテンツだと感じています。決して大げさではありません。 

 

また、音声データになっている事で、いつでも思い出したらすぐ聞けると

ころも大きいメリットだと感じています。 

 

本だとどうしても業務中には読めませんが、音声であれば集中している作業中に

聴くことで気持ちも上がりますし、背筋がピンと伸びます。 
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これからも定期的に聴いて、より自分の血肉にしてゆきます。 

 

今回は、大変価値のあるコンテンツを提供して頂き、ありがとうございま

した。  

（プロジェクトマネージャー Ｓ．Ｓ 様） 
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全編にわたり、「聞く力」の基本となる考え方と各シーン別のの戦術が織

り交ぜられており、すぐに使えるテクニックと、それを支える考え方がし

っかりと関連付けられて腑に落ちる内容となっておりました。  

鮒谷さん 

 

今回初めて音源を購入しました秋田県田口と申します。 

 

全長 9 時間超の音源を購入したのは今回が初めて！じっくり腰を据えてと一気に

聞こうと思いましたが、肝心の集中力が続かず、30 分 1 セットの細切れでの拝

聴となりました。 

 

ようやく前半「聞く力」編の部分が終わったところです。全体の感想をと思って

おりましたが、感想提出の期限もあり(笑)、まずは「聞く力」編の感想からお送

りします。 

 

全編にわたり、「聞く力」の基本となる考え方と各シーン別のの戦術が織り

交ぜられており、すぐに使えるテクニックと、それを支える考え方がしっ

かりと関連付けられて腑に落ちる内容となっておりました。 

 

上阪さん自身が現場で肌身で感じた体験談がそれを裏付けし、私自身もラ

イブで会場にいるような錯覚にとらわれました。そういった意味では非常に

臨場感あふれるお話（音源）であったとつくづく感じております。 

 

すぐに使えるテクニック、と感じる理由は、まさにその「お話」が、誰もが知っ

ている著名人とのやりとりの中で発せられた言葉（話し手、聞き手の双方）がそ

のまま出ているからなのでしょう。知っているだけの理屈だけを並べ立てたとこ

ろでこうはいきません。 

 

「聞く力」編の中で特に有り難く思うのは、「聞く」に特化した話題だけ

ではなく、ビジネス上で遭遇するピンチを解決するお話が数多く出てくる

ところです。 

 

「アイデア出しの秘訣」 

 

「人に見せられない日記のススメ」 
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「まずは何より姿勢が大事」 

 

「苦手意識を克服するには相手に●●を持て」 

 

など、「聞く力」の講義というよりは上阪さんが聞いた上で、ビジネスに寄

与する力、を我々に与えてくれる、そんな音源まとまっていると思いま

す。 

 

特に学びのあった部分が、2 時間過ぎから始まる 

 

２．苦手な人とのコミニュケーション 

 

３．困った人とのコミニュケーション 

 

でタイプ別に解説があった部分です。 

 

今までは苦手と言うだけで避けて通っていたこれらの人種（失礼！）ですが、

●●を持って接することで、深堀りも可能になるし、自分自身の事業フィールド

にもつながるよな、と感心した次第です。 

 

始めての音源の購入となりましたが、学びのヒントとして鮒谷さんが書き添えて

くださっているように、新しいことにやみくもに手を出すのではなく、良質な学

びを反復し、歩留まり良く（この表現大好きです！）すること、が大切なのだと

今更ながら思った次第です。 

 

これまでの映像・音源といえば、「買えばそれで満足して終わる」型のものがほ

とんどでしたので、メッセージだけで（驚）、こうして半ば強制力を持って

(笑)、学びをスタート、完結、反復させることができるとりなしをしてい

ただけること、本当に感謝します。 

 

これからもこの音源を皮切りに、反復し血肉化に勤しんで参りたいと存じます。

ありがとうございました！  

（秋田県 田口 様） 
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実際に、数多くのプロフェッショナルな方のお話を聞かれてきた上阪先生

がご自分のご経験ををもとに話された内容は、多くの気づきがあり、自分

の聞く力がまだまだ途上であることを実感致しました。  

鮒谷様、大塚様 

 

この度は、上阪徹先生の聞く力書く力を購入し、拝聴させて頂いております。 

Ｙと申します。 

 

鮒谷様のメルマガ、チャンスは突然やってくるを読み、購入致しました。 

 

システム会社の営業職とプレイングマネジャーで、部下を率いています。 

自分では、人の話を聞くタイプであると思っておりました。周りからも言われて

いると思っていました。その一方で、よりコミュニケーション力を高め、圧倒的

な営業力を身につける事を目標に掲げ、そのためにも、もう一度、達人の聞く力

を勉強してみようと思い、購入させて頂いた次第です。 

 

実際に、数多くのプロフェッショナルな方のお話を聞かれてきた上阪先生

がご自分のご経験ををもとに話された内容は、多くの気づきがあり、自分

の聞く力がまだまだ途上であることを実感致しました。 

 

明日からのコミュニケーションですぐにも実践できることがたくさんありまし

た。 

 

・聞く事で、相手の頭を整理する事が出来る。 

 

・自分も人に聞いてもらう事で、自分の考えが整理できる 

 ⇒ 技術メンバーとのミーティングを、よりメンバーの考えを整理する為に行

い、 

   また自分の考えの整理や思わぬ知恵の発掘など、自覚的に打合せを実行し

ます。 

  

・相手の悩みを聞くことで整備してあげるのも上司の役割 

 

・質問をして行くことで相手のことを聞き、相手に自ら気づかせる 

 ⇒ 部下指導に活用します。部下の成長は私の大きな課題でもあります。 
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・IT ベンダーのお客さんのお客さんは、社内の利用者であることを深く意識して

提案を 

 行うこと。 

 ⇒ 成功する商談は、この考えで商談を進めていた事を自覚できました。 

 

・本心は顔や態度振る舞いに必ず出てしまう。 

 ⇒ 意識はしていましたが、上阪先生の強いお言葉を聞き、日々感謝を意識す

る事で、 

   感謝がにじみ出る生き方を今後も行っていきたいと思います。 

 

・苦手な人に対しては、興味の対象とみなす 

 

・自慢話は自信のない証拠だから聞いてあげる 

 ⇒ 無意識に行っていましたが、自覚的に実行する事で、よりストレスなく、

苦手な 

   人とのコミュニケーションができます。 

 

・上司が求めている物は業績と安心 

 

・立場の違う人への説明は、当然違う内容になる。 

 ⇒ 上司とのコミュニケーション力強化は私の大きな課題で、役立てていきた

いです。 

 

・悪口を言わない 

 

・会ったことのない人の判断は絶対にしない 

 ⇒ このお話も本当にその通りであると思っています。 

   なかなか出来ない事ではありますが 

   日々自覚していきます。 

 

素晴らしい教材をご提供いただき有難うございました。 

今後も繰り返し拝聴し、自分の血肉にしていきます。  

（Ａ．Ｙ 様） 
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聞くということが、これほど広く、深いことだということを学ぶことが出

来るすばらしい音源セミナーでした。  

聞くということをこれほど多面的に４時間超も語り続けられる上阪さんに

圧倒されました。 

 

そして、聞くということが、これほど広く、深いことだということを学ぶ

ことが出来るすばらしい音源セミナーでした。 

 

テクニックよりもまずはインナーの方である、姿勢や心構えといったことが大切

であるということが基本であるとのこと。 

 

当たり前と思って、いつの間にか忘れていた多くの大切なことを色々なエピソー

ドを交えて思い出させて頂きました。そしてそれは思い出すだけではなく、新た

に強く心に残る形で強化していただきました。 

 

それにしてもこの音源セミナーシリーズ、本当にすばらしいと思います。 

聞いて、メモをしてそれを見返して反芻する、というプロセスは、ただ単に本

を読むだけよりも、そこでの学びが身につきやすい（忘れにくい）という

ように感じがしています。 

 

今後もメモを見返して、音源の内容をを頭の中で再生して今回の学びを身体に染

み込ませていきたいと思っております。 

 

素晴らしい教材を提供いただき、ありがとうございました。  

（Ｍ．Ｔ 様） 
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長時間の講演ですが、整理されたわかりやすい講演でした。「上阪スタイ

ル」とでもいうのか、上阪さんのインタビューでの事前準備の周到さが反

映していると感じました。  

（購入前の逡巡） 

この音源の案内をいただいた時の正直な感想ーまあ、普通に文は書けるし.....。 

書く事は社会人であれば誰でも報告書なんかの 1 つや 2 つ書いたこともあるだ

ろうし、文法的に破綻せずに読んでもらえる文章は書いているし、と思い込んで

おりました。 

しかし、鮒谷さんが絶対のおすすめといっているし、特別価格だし。 

それでも、逡巡しました（笑）。 

 

（購入理由） 

では何故購入したか。 

まず、YouTube をチェックしました。上阪さんが数分出演されているセミナー

動画が一つだけありました。ー僅かの時間の中で、話の構成がしっかりしていて

面白い。自分の苦手な話すことについても学びが多いのではないかと思ったこ

と。また、それ以外にたくさん見られる動画がなかったことー不純でスイマセン

（笑）。 

 

もう一つ。上阪さんが、書くためには聞くことが 7 割を占める、と仰っていたこ

とー「聞くこと？」。事前準備が 7 割というなら、そりゃそうだと、ひっかかる

ことなく読み飛ばしていたでしょうが（もちろん上阪さんは事前準備をしっかり

されています）、聞くことを強調されているところに、フックがかかりました。

書く上で、聞くことはあまり意識していなかった（だか「まあ、普通に文は書け

るし.....。」などと思い込んでいたわけですが）。 

 

さらに。営業能力の高い方の感想に、「聞く力」の内容はとてもよく理解できる

し、自分の経験からもこういうものだと納得したと言う趣旨の感想がありまし

た。「聞く力」は、コミニケーションの基本。サービスや商品を買っていただく

上でも、お客さんの望むものを知る上でも非常に重要な力なのに、それをないが

しろにしてプロジェクトを進めることの愚かさを痛切に感じることが最近ありま

した（目標設定をきちんとしないことの愚かさについても同様の経験をしまし

た）。 

 

つまり、これまで、自分は聞くことのパワーにあまり注意を払ってこなかった。

今からでも、少しでも、「聞く力」を伸ばさないと、と思いました。 
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不決断は時間のムダだとわかっていながら、このようにダラダラとしてしまい、

もうすぐ特別価格終了宣言に焦り、ポチっとしました。 

 

（聞いた後に） 

音源を聞いた後で 

 

「3,000 人の第一人者へのインタビューをしてきたブックライター」 

 

という表現を自分なりに言い換えると、 

 

「様々な分野で非常に高い能力を持つ、一人ひとり異なる個性と感情のある生身

の人間を相手に、限定された時間のなかでインタビューを行い（インタビューの

最中、「なんで答えなきゃいけないの？」という反応にあったり、恫喝された経

験まである！）、人様にお金を払って購入していただける水準の記事や本という

商品を、フリーランスの立場で体を張って、100 冊近く産み出してきたプロ」 

 

ということになります。 

そういう人のお話を聞いていたのだと、認識を新たにしました(鮒谷さんが、その

ことについて書かれていましたのですが、その意味を実感したのは聞いてから感

想をまとめる段になってからでしたー書くことって大切だと実感します）。 

 

「聞く力」を聞き込んだので、「書く力」で自分が重視していることを簡単に箇

条書きしたあと、「書く力」に行きたいと思います。 

 

（基本的な姿勢などで学んだこと、気づいたこと） 

・ 有名になりたい、お金が欲しい、モテたいという意識でキャリアを考えると

ころから離れ、どうしたら人のために役立つかを意識してから、様々な良い変化

がおきてきた。 

 

・これはという人に会いに行き、教えをこう=聞くことは、目標設定の次に行う

べき重要事項 

 

・謙虚であること、教えていただくという姿勢 

 

・インタビューイーとは「対等」、「パートナー」。相手の良いところを伝える

ことで、相手のビジネスチャンスも増えるなどメリットも大きいのだから。自身

の矜持をうしなわないし、失う理由も必要も全くない。また、編集者と酒を飲む

ような付き合いもしたことがない。 
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・会ったことのない人・会社などの悪口は言わず、まず自分で確かめる 

 

・ 「聞くこと」、「営業」、「伝えること」、「ヒアリング調査」という自分

が行う活動と絡めて、上阪さんと言う圧倒的なインタビュー量を誇る人が生身で

つかんできたこの音源を、背景まで考えながら聴くことで、単に本を読む以上の

深い学びが得られる。その後、これに関連するテーマの本を読む時も、読みが深

くなる。 

 

・「聞く力」を聞いて思い知らされたのは、自分が報告書などを書く際、想定読

者について、あまり意識してこなかった、ということ。文章は、文法的には破綻

はないが、果たして読んでいただけているのか？さらには伝わっていたのか？単

に事実を報告したりしているだけで自己満足していただけではなかったか？そう

いう自身への問いが深くされていなかった。実に恥ずかしいことです。 

 

（事前の心がけと準備について） 

二日間の講演に穴をあけられないから、インフルにかからないようにマスクをし

たりして用心をしてきた旨、話されていたが、インタビューでも同様の緊張感を

持って事前の対応をされているされていることがよくわかる。 

多忙な人たちがいたので時間厳守。インタビュー前に、質問を準備し、タイムテ

ーブルを作っている。 

 

長時間の講演ですが、整理されたわかりやすい講演でした。「上阪スタイ

ル」とでもいうのか、上阪さんのインタビューでの事前準備の周到さが反

映していると感じました。 

 

（ナルホド！やってみよう！と思った事) 

※◯は感想主による自主規制です 

・自分の本を書くために他人から◯◯してもらう人がいるがこれは大正解 

 

・相手の話が止まらなくなり、次に移らないとならない時は、スッと◯◯すると

不思議と話が止まる 

 

・苦手な人やうまく波長が合わない人の場合、◯◯？という問いを立てて話を聞

くと良い 

 

・話しているときの位置関係は◯◯がベスト、ベターは◯◯。視線を向ける先は

◯◯。 
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・ 時事ネタはしない、服装の話は避ける 

 

・聞きにくい話を聞くには◯◯ 

 

やっておくと良い項目/NG 項目が、たくさん具体的に述べられています

が、これらは上阪さんがこれまでの経験から導き出したり、生み出してきた tips

ですから、全部をいちどに身に付ける事は無理だと思います。自分が重要だと思

うことを中心にピックアップして、チェックリストとして手元に置いておき「聞

く力」チェックリストとして使っていこうと思います。 

 

（その場にいたらば質問したかったこと） 

体調不良の時にインタビューしなくてはならない場合や、事前に不測の事態があ

るなど動揺している時にインタビューをしなくてはならない場合の対処法 

 

（その他） 

同じ時期に鮒谷さんの三日間セミナーのフォローアップの音源を聞いていて、仕

事の忙しさもあり、オーバーフローしてしまいました。こちらも非常にインパク

トの強い内容で、目標 3 部作を聞いた方には、特にお勧めかと（こちらにも、あ

る時期になったら販売を中止する予定ですと書かれていて思いっきり焦らせてい

ただきました（笑））。第 2 巻目だったと思いますが、鮒谷さんが、過去の

出来事は変えられないが、過去の出来事をどう解釈するかは変えることが

できる。自分のものの見方を変えることで、未来は変えられるーというこ

とを、自分の例を通じて話しておられる所に強いインパクトを受けました

（最近テーマになっている「日記」とも深く関係することかもしれません）。 

 

今回は感想の提出が遅れて申し訳ありませんでした。 

感想を提出するというのは本当に勉強になります。自分の習慣の中にこう

いうことを半強制的に入れる事が有効だと気づかされました。 

ありがとうございます。  

（Ｓ．Ｏ 様） 
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少し実践してみて、電話であっても、話しやすい空気づくりはできるし、

それによって人間関係がよくなれば、一方的な要求を受けるだけではな

く、こちら側の要求に対しても寛容になってくれるような気がしていま

す。  

鮒谷様 

 

この度は素晴らしい音源販売ありがとうございます。 

 

職種柄、図面を見て機械作業する時間が大半で、お客様との会話があっても、

「価格、品質、納期」の要望ばかりの仕事に追われているだけの日々でした。 

このような状況を打破したく、今回の音源を活用して何かできないかと考えてお

りました。 

 

正直、音源を聴いているときは 

 

「私の場合、お客様とのコミュニケーションは電話が主で、しかもこちらとして

は、少しでも多く生産するために電話時間を極力短く、業務事項を交わすだけが

多いのにあまり活用できないじゃないか」 

 

と感じておりました。 

 

しかしながら、少し実践してみて、電話であっても、話しやすい空気づくり

はできるし、それによって人間関係がよくなれば、一方的な要求を受ける

だけではなく、こちら側の要求に対しても寛容になってくれるような気が

しています。 

 

まだまだ、活用できそうなことはあるのに、うまく文章を書くことができませ

ん。 

 

的外れな感想で申し訳ございませんがまだ、「書く」編を聴いておりませんので 

すべて終えてから再度、合わせて感想をお送りいたします。  

（Ｔ．Ｋ 様） 
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日常から行われているからこそ、今回の「聞く力」のお話は、大変な波及

効果をもたらすものだと、予感しています。  

「相手が何を望んでいるのか、こちらが一方的な発信者になるのではなく、向こ

うが何を望んでいるのか、話を聞きながら理解し、そのニーズに応じたものを提

供する。」 

 

このお言葉が特に心に突き刺さりました！ 

話を聞くことで、相手の望んでいるものをつかんでいく。 

もし仮に、相手が何を望んでいるのか、自身でも分かっていなかったとしたら、

その奥底にある願望や潜在的欲求を汲み取ることで、初めて相手の話を「聞け

た」ことになるのではないのかと考えました。 

 

また、これまで話すことで、自分の言語として定着していくと考えていました。

だから、誰かと話すときでも他人の話よりも、自分のアウトプットに必死になる

ときもありました。ところが、 

 

「話を聞いてそれを理解しようとすると、それはインプット以上に頭にのこり、

自分の使える言語として追加される。」 

 

と聞いて、相手の言っていることを理解しようとすることも大切なこととだと分

かりました。 

 

日常から行われているからこそ、今回の「聞く力」のお話は、大変な波及

効果をもたらすものだと、予感しています。 

何回も「聞いて」、自分の物にしていきます！  

（小学校教員 Ｋ．Ｋ 様） 
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以下は 

 

上阪徹さんの＜聞く力＞＆＜書く力＞セミナー音

源のうち、 

 

＜「書く力」編＞へのご感想（４件）となります。 

 

■上阪徹さんセミナー「書く力」編 

 

「スラスラ書ける、速く書ける。ワンランク上の文章の「書き方」 

 ～月に１冊本を書く著者が説く「速い」「伝わる」文章術セミナー音源」は 

こちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5363002 

 

■上阪徹さんセミナー「聞く力」編 

 

「コミュニケーション力は「聞き方」で変わる。 

～「話す」以上に「聞く」重要性が知られていない 

インタビュー数 3000 人超のブックライターが語る、「聞く力」を高めるためのセミ

ナー音源」はこちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362956 

 

■上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞セミナー音源セットは 

 こちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 
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難しいことは何もなく、誰でもわかる言葉で語っていただき、自分でも心

がけて行けそうです。  

実は「プロ論。」を昔から愛読しています。 

何かに悩んだりした時などにパラパラとめくって、目に留まった人のページを読

み、励まされたり救われたりしています。 

この本が上阪さんの著書だとは知りませんでした。 

 

その他、「成功者 3000 人の言葉」「書いて生きていくプロ文章論」「職業、

ブックライター。」を読んでいたのですが、今回のセミナー申込を機にあらため

てご経歴を見て、「プロ論。」も上阪さんの本だということを認識しました。 

 

何より響いたのは、上阪さんご自身が、読んだり書いたりすることが得意

ではなかったということです。 

また、巷で聴くようなノウハウは全く別の次元で、ご自身なりの方法論を確立し

て、それで成果を挙げられている点。 

まさに、上阪さんこそがプロだと感じました。プロ論に登場すべき側の人だ

と...。 

 

難しいことは何もなく、誰でもわかる言葉で語っていただき、自分でも心

がけて行けそうです。 

聞く力の方は参加できなかったのですが、本日のお話の中で取材のエピソードを

いくつも語っていただき、これが大変に面白く、様々な人を取材して面白いエ

ピソードを山のように持っていらっしゃるのだと思うと、それだけでもの

すごい財産だなと感じました。 

 

すばらしいお仕事だと思います。 

自分もそのような領域に行けるように邁進します。  

（大島 雅人 様） 
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一番、印象に残ったのは「呪縛を解く」として、学校で習うような「起承

転結」などの「型」は、必要ない、「型どおり」という意味での「上手

い」文章である必要はない、という内容です。  

この度は「書く力」の学びの機会を頂き、誠に有難うございます。 

お待たせしまして申し訳ありませんが、感想を送らせて頂きます。  

 

一番、印象に残ったのは「呪縛を解く」として、学校で習うような「起承

転結」などの「型」は、必要ない、「型どおり」という意味での「上手

い」文章である必要はない、という内容です。 

これまでは当然のように「起承転結」で書くもの、と思い込んでおり、その上に

巧みな表現や技巧を凝らした文章が、「よい文章」だと思っていました。 

そうではなくて、一番大事なのは「中身」であり「面白い」と読んだ人に思って

もらうこと。 

相手にとって読みやすく、最後まで一気に読んでしまう文章こと「よい文

章」であり、それは書く者が「これは面白い、伝えたい」という心で、テ

ンポよく一気に書いてしまうことが大事、という内容が、衝撃でした。 

 

良い文章を書くために何をすべきか、「面白い」と心から言える「中身」を集め

ること、上阪さんならば取材に７割の力を入れる、ということも腑に落ちまし

た。 

日常生活でアンテナを高く、また好奇心旺盛に、ちょっとの興味も放置せ

ずに踏み込み、深掘りしてストックを増やしてゆきたいと思います。 

 

今後、文章を生業として生きてゆきたいと考えています。 

まずコピーライターとして独立したいと考えていますので、今回、紹介された文

章の書き方とは違うと思いますが、基本のところ、文章を書く際に基礎にあるべ

き姿勢は一貫したものだと思いますので、繰り返し読み返し、刷り込んでゆき

たいと思います。 

本当に、ありがとうございました  

（遠山 哲也 様） 
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「偶然」「ご縁」「定義すること」など（詳細は省きますが）、鮒谷さま

がセミナー、コンサル、音源等で常々語られている内容ともリンクする部

分が多く、上阪さまを通し鮒谷さまの教えを叩き込まれている気もいたし

ました。  

鮒谷さま 

 

このたびは、企画・開催をいただきまして、本当にありがとうございました。 

残念ながら 2 日目のみの参加となりましたが、2 日分の音源発売を楽しみにして

おります。 

 

何より、表情豊かにお話下さる上阪さまがとても印象的でした。 

「（相場観を）面白がる」の件の際、少し大きく見開いた目が、あたかもこれか

ら宝探しに出掛ける、好奇心旺盛な少年のように・・時にキラキラと輝いて見え

たものです(笑) 

知的好奇心‥大切ですね。 

 

また、ちょうど良い席を確保（？！）出来、鮒谷さまがペンを走らせておられる

お姿を間近に拝見し、より一層、気付きの多い時間となりました。 

経験に基づいた具体的なお話に、気が付けば、のめり込むかのようについ

身を乗り出しておりました（汗） 

 

●「特に印象に残ったこと」と「今後活用できると思ったこと」 

 

・文章は読んでもらえないもの 

 →分かりやすくて、すんなり入ってくる文章なら読んで貰える 

 

・書きたいこと＝読者が求めるものではない→読者に喜んでもらうこと、読者が

求めていることを書く 

 

・「読んでもらっている」という覚悟を持って書かないと失礼 

 

・文章で伝えることは難しいと自覚を持つ 

 

・文章は慎重に扱わないといけない 

 

・良い文章を定義せずに良い文章は生まれない→自分にとって良い文章を決めて
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おかないと書けない 

 

・文章の目的、ゴールをハッキリさせる 

 

・読み手を強く意識すれば、何を書くかが決まってくる 

 

・さっさと取り組んでしまう 

 

・面倒でも材料を書き出し、構成のロジックを作る 

 

・ねかせる 

 

・読む相手はどのくらいの相場観を持っているか 

 

・相場観を面白がる 

 

・感想でなく事実→「具体的な事実をメモ出来ているか」必ず意識する 

 

・形容詞を使わない 

 

・「読む力」こそが「書く力」 

 

●「セミナー後から実践していること（実践しようと特に意識していること）」 

 

・具体的な事実（エピソード、数字、事象）をメモする→意識する 

 

・自分にしかメモ出来ないひと言を書く 

 

・ワンセンテンスを短くする 

 

・「また」「さらに」順接の接続詞を使わない 

 

・逆説の接続詞は意識して使う 

 

・見えているものを描く 

 

・リアリティを意識する 
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、、、すぐに出来る事からと思い、取り組んでおります。 

 

これまで、自分自身の中で「当然」「当たり前」と認識していたものが覆

されました。→頭をガツンと殴られた（ような）気分でした。 

そして、 意識して取り入れれば取り入れるほどに、大切で重要なことがスッポ

リ抜けていたことに気付きました。 

→まずは「植え付けられた呪縛を解く」ことからスタートです。 

 

最後になりましたが、「偶然」「ご縁」「定義すること」など（詳細は省きます

が）、鮒谷さまがセミナー、コンサル、音源等で常々語られている内容と

もリンクする部分が多く、上阪さまを通し鮒谷さまの教えを叩き込まれて

いる気もいたしました。 

 

「人としてのあり方」を学ばせていただいたようにも感じています。 

以前著書を拝見し、また友人が「ブックライター塾」に参加しその様子をブログ

等に綴っていたことから、 

 

「いつかお目にかかることが出来たらなぁ・・」 

 

などと漠然と思っていました。 

ですから、今回ご案内いただき、即座に申込みを決めた次第です。 

音源も楽しみにしております。 

 

このたびは本当にありがとうございました。 

今後ともよろしくお願いいたします。  

（金融機関勤務 Ｍ．Ｔ 様） 
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車や電車での移動中に常に触れ続け、実践し続けることで何度も何度も別

角度からこういった痺れるほどの刺激を頂ける音声です。  

今回、上阪さんの音源セットを購入させて頂いたのは「書く力」をつけたいと強

く強く思っていたところタイミングよくご提案いただき購入させていただきまし

た。 

 

「聞く力」「書く力」のうち、後者の方にとても魅力を感じたのです。 

ですので、真っ先に「書く力」から視聴させて頂きましたが書く前の準備・ネ

タの仕入れで既に勝負は決まっているというお言葉がありなるほどと膝を

打つほどすっと理解することができました。この事に気付けただけでもこ

の音源を購入して元が取れた気分です。 

これに加え、「相場観」も強く印象に残りました。 

 

特に気をつけるべきなのは「相場観」であり他者から見た自分に対する「相場

観」に合った文章を書いていかないとそもそもの感情として受け入れてもらえな

い。ここは正にそうだと感じたところでして時には相場観とは違うギャップを見

せるというテクニックも紹介されていましたがベースとなる相場観を引き上げて

いきその引き上がった相場観に対するギャップを見せる。 

 

そうすることで感性豊かな人間性が表現できるんじゃないかと感じました。 

取り入れる視点を持ち、これからも文章を書き続けていこうと思います。 

 

最後にまとめますと 

 

・書く前におもしろく興味を惹くネタを仕入れなさい 

・相場観とギャップの使いどころ 

 

この 2 点が特に学びをいただいた内容となります。 

これから車や電車での移動中に常に触れ続け、実践し続けることで何度も

何度も別角度からこういった痺れるほどの刺激を頂ける音声です。 

貴重な音源を解放いただきありがとうございました！  

（加藤 武 様） 
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生きていく上で、仕事をしていく上で、とても大事な基本的なことを思い

出させて頂きました。  

お世話になっております。 

 

上阪徹さん音源（聞く力）を拝聴させて頂きました。 

最後の２０分程の、上阪徹さんが語る「仕事に対する姿勢」に感動致しま

した。 

 

仕事を失い、どん底まで落ちたとき、「自分を捨て」て、余計なことは考えず、

目の前の仕事を一生懸命行った結果、今がある。 

死ぬときに笑って死ねればいい。自分の為では無く他の「誰か」のために、仕事

を行う。 

 

謙虚に、一生懸命に生きる。「しゃべる」人では無く「聞く」人になる。 

周りとべたべたな関係は作らない等々、聞いていて「ハッ」とさせられ、まさに

「！」が立ちました。 

 

生きていく上で、仕事をしていく上で、とても大事な基本的なことを思い

出させて頂きました。 

 

ありがとうございました。 

音源を購入させて頂き本当に良かったと思っています。 

 

今後とも宜しくお願い致します。  

 

（Ａ．Ｋ 様） 
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あなた様の上阪徹さんセミナー音源のご購入を 

お待ちしております。 

お申し込みは以下よりお求めください。 

 

■上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞はこちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362956 

 

■上阪徹さんセミナー＜「書く力」編＞はこちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5363002 

 

■上阪徹さんセミナー＜「聞く力」編＞＆＜「書く力」編＞セミナー音源セットは 

 こちらからお求めいただけます。 

https://shinkaron.buyshop.jp/items/5362691 


